
文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

総務課 その他 その他 指定校・推進校関係（平成３～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 その他 構内警備関係 警備員日誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 その他 構内警備関係 警備員日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 その他 使用許可関係 埼玉大学学章使用許可（平成１１～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 その他 入構許可関係 構内入構許可証関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 その他 放射線障害予防関係 放射線障害予防関係届等（平成９～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）教育学部（昭49.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）工学（昭50.10） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（聴講生の課程）理学部（昭51.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）文化科学（昭51.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）工学部（昭51.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）理学部（昭51.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規・聴講生・大学院の課程）理学・工学（昭52.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規・聴講生・大学院の課程）工学部（昭53.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）工学（昭56.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）理学（昭55.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2018年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）理工学（昭63.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規・聴講生の課程）教育学部（昭63.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 再課程認定申請書（正規・聴講生・大学院の課程）（平元.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）文化科学・教育学・理工学（平元.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（聴講生の課程）教養学部・工学部（平元.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）工学部（平元.10） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）教養学部・教育学部・経済学部（平元.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）教育学・理工学（平３.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）教育学部（平３.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）経済科学（平４.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）経済学部（平４.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）「社会」→「地理歴史」「公民」（平５.10） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）経済学部・工学部（平５.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（正規の課程）教養学部・理学部・工学部（平６.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）理工学（平６.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）文化科学・理工学（平７.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（専攻科の課程）（平７.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）理工学（平８.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2032年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）理工学（平10.９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学学部等の課程）教育学部（平10.12） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学院の課程）教育学（平11.10） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（専攻科の課程）（平11.10） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 課程認定 課程認定 課程認定申請書（大学学部等の課程）教養・経済・理・工（平11.11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 会議 学内会議 学長候補者選考方法等検討委員会（平成１０～１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 会議 学内会議 放射線障害防止委員会（平成４～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議 学内会議 大学院委員会（平成９～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 事務局長会議綴（平成７～１２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 庶務部課長会議綴（平成７～１２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 埼玉県内訟務担当者協議会 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 国立大学協会関係（平成１１～１２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 学長会議（平成１１～１２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 学長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 局長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 総務部課長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学外会議等 学長補佐会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 開学５０周年記念事業専門委員会関係 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1998年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 部局長会議（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 事務連絡協議会（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 開学５０周年記念事業委員会関係 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 部局長会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 事務連絡協議会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 部局長会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 将来構想委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 事務連絡協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 部局長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 将来構想委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 事務連絡協議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2014年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2015年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2016年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2017年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2018年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2019年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2020年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2021年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2022年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2023年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2024年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成元年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2025年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2026年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成３年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2027年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成４年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2028年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成５年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2029年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成６年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2030年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2031年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2032年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2033年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2034年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2035年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2036年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2036年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2037年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2037年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 運営諮問会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2038年3月31日
総務課 会議等 学内会議等 評議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2038年3月31日
総務課 学位授与 学位授与 博士の学位授与報告（平成７～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 学校指定 学校指定 一級建築士受験資格認定申請書（昭和５５～５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 学校指定 学校指定 一級建築士受験資格認定申請書（昭和５５～５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 学校指定 学校指定 （電気事業法）主任技術者の資格に係る学校指定関係（昭和６１～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1986年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 学校指定 学校指定 社会福祉士及び介護福祉法に基づく社会福祉に関する科目（平成元～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 学部・学科 設置 理工学研究科環境制御工学専攻博士課程設置計画綴１（平成１３年７月） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日
総務課 学部・学科 設置 理工学研究科環境制御工学専攻博士課程設置計画綴２補正審査（平成１３年１０月） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日
総務課 学部・学科 設置 経済科学研究科経済科学専攻博士後期課程設置計画綴（平成１３年７月） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日

総務課 学部・学科 設置
埼玉大学大学院経済科学研究科経済科学専攻博士後期課程設置計画書（教員の個人調書等）（平成１３
年７月３１日）

文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日

総務課 学部・学科 設置 埼玉大学大学院経済科学研究科経済科学専攻博士後期課程設置計画書（抜刷）（平成１３年７月３１日） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日
総務課 学部・学科 設置 埼玉大学大学院理工学研究科（博士課程）環境制御工学専攻設置計画書（抜刷）（平成１３年７月３１日） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日

総務課 学部・学科 設置
埼玉大学大学院理工学研究科（博士課程）環境制御工学専攻設置計画書（教員の個人調書等）（平成１３
年７月３１日）

文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日

総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院政策科学研究科創設趣意書・設置計画書（昭和５０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 政策科学大学院創設趣意書（昭和５０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院文化科学研究科（修士課程）設置計画書（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院工学研究科電子工学専攻設置計画書（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院政策科学研究科設置計画書（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院政策科学研究科設置計画書（昭和５１）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 政策科学研究科・文化科学研究科・工学研究科電子工学専攻  設置計画書（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院文化科学研究科教官個人調書類（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理学研究科設置計画書（昭和５２）本審査 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理学研究科設置計画書（昭和５２）予備審査 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理学研究科設置計画書（昭和５２）（様式３，４号）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院工学研究科環境化学工学専攻設置計画書（昭和５３）様式２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院工学研究科環境化学工学専攻設置計画書（昭和５３）様式３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院工学研究科環境化学工学専攻設置計画書（昭和５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理学研究科生体制御学専攻設置計画書（昭和５５）予備審査 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院工学研究科建設工学専攻設置計画書（昭和５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理学研究科生体制御学専攻設置計画書（昭和５６）本審査 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科設置計画書（昭和６３）様式１，２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置申請関係資料（平成元） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
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総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成元）様式１，２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成元）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科設置計画書（平成元） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2026年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報工学専攻設置計画等関係資料（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成３）様式１，２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成３）様式２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成３）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科設置計画書（平成３）様式２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 教育学部体育医・科学の修士講座化について（申請）（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報工学専攻設置計画書（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報工学専攻設置計画書（平成３）様式１，２，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報工学専攻設置計画書（平成３）様式２，３号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院経済科学研究科設置計画書（平成４）様式１，４，３，５号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院経済科学研究科設置計画書（平成４）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画等関係資料（平成５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 理工学研究科情報数理科学専攻設置計画（平成５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画書（平成５）（様式３，５号）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画書（平成５）（様式３，５号）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画書（平成５）（様式１，４，３号）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画書（平成５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科情報数理科学専攻設置計画書（平成５）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 理工学研究科環境制御工学専攻設置計画（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）（様式１，４，３号）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）（様式３，５号）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画等関係資料（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）（様式３，５号）個人調書 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）（抜刷） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科環境制御工学専攻設置計画書（平成６）（抜刷）様式１，３，４号 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院設置基準第１４条に定める教育方法の特例実施計画書（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院設置基準第１４条特例の適用（平成６）文化科学研究科 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科機能材料工学専攻設置計画書（抜刷）（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 理工学研究科機能材料工学専攻設置計画（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 機能材料工学専攻設置計画に係る提出書類（個人調書等）（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科機能材料工学専攻設置計画書（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科機能材料工学専攻設置計画等関係資料（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院理工学研究科機能材料工学専攻設置計画書（平成７）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（４－１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（４－２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（４－３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（４－４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（抜刷） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画書（平成７）（一部補正） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画に係る補正計画書（平成７）（抜刷） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画に係る提出書類（平成７）個人調書（３－１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画に係る提出書類（平成７）個人調書（３－２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科設置計画に係る提出書類（平成７）個人調書（３－３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科障害児教育専攻設置計画書（平成１１）正本 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科障害児教育専攻設置計画書（平成１１）個人調書等 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 大学院教育学研究科障害児教育専攻設置計画書（平成１１）抜刷 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 教育学研究科障害児教育専攻設置計画書（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 文化科学研究科日本・アジア文化研究専攻博士後期課程設置綴（平成１4・７） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2038年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置 文化科学研究科日本・アジア文化研究専攻博士後期課程設置計画綴　補正審査（Ｈ１４・１０） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2038年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 設置改廃学生定員増減（昭和４７～５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 臨時増募関係（昭和５８～６２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1983年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2023年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 設置改廃学生定員増減（昭５５～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 学生定員増減関係（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 刊行物 刊行物 国立大学の講座及び学科目調（平成１２） 文部省埼玉大学総務部総務課 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度 教育訓練給付制度（平成１１～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 講習 講習 社会教育主事講習（平成５・８・１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 講習 講習 免許法認定講習（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 講習 講習 学校図書館司書教諭講習（平成１１～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 県立教員養成所（昭和４７～４９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 教員養成機関指定申請書（立正学園）（昭和５０．１．２５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 文京短大附属高等保育学校（昭和４７～５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関申請書　埼玉県立教員養成所（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（ワタナベ学園）（昭和４７～５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 学則変更届（立正大学保育専門学校）（昭和５３．３．１６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 学則（越谷保育専門学校）（昭和５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 立正大学保育専門学校（昭和４７～５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 県立厚生専門学院（昭和４７～５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 大宮保育専門学校指定申請　国際学院（昭和５２～５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 教員養成機関指定申請書（学校法人ワタナベ学園）（昭和５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関　埼玉県立教員養成所（昭和４９～５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 文京保育専門学校（昭和５１～５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関指定申請関係　教員養成所（昭和５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 大宮保育専門学校（国際学院）（昭和４７～５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（昭和５３～５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 立正大学保育専門学校（昭和５４～５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 教員養成機関指定申請書（立正学園）（昭和５５．４．９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関の指定　埼玉県立教員養成所（昭和５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 文京保育専門学校（昭和５４～５８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2019年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関　埼玉県立教員養成所（昭和５５～５８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2019年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 大宮保育専門学校（国際学院）（昭和５６～５９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2020年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 立正大学保育専門学校（昭和５６～６０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2021年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関の指定申請　埼玉県立養護教諭養成所（昭和６１～６２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1986年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2023年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校・法改正による再指定申請（平成２．４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2026年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 指定教員養成機関関係（～平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（昭５６～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校・実地視察（平成４．７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（～平成５．５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1982年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（平成５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 埼玉県立教員養成所（名称変更）県立養護教諭養成所（昭５９～平６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1984年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校・指定申請（平成１０．１２．１４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校（平成５～１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 越谷保育専門学校・学則改正（平成４～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 平成１４年度学校法人ワタナベ学園越谷保育専門学校関係（平成１４） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2038年3月31日
総務課 指定教員養成機関 指定教員養成機関 平成１４年度学校法人ワタナベ学園越谷保育専門学校関係２ 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2038年3月31日
総務課 視察 視察 理学視学委員（昭和５１．１０．１２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 視察 視察 理学研究科設置に伴う実地視察（昭和５３．２．１７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 視察 視察 工学視学委員（昭和５４．１０．９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 視察 視察 一般教育視学委員（昭和６０．７．２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2021年3月31日
総務課 視察 視察 理学視学委員（平成元．６．２２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 視察 視察 経済科学研究科実地審査（平成５．２．２３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 視察 視察 経済学・商学視学委員（平成５．１１．１８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 視察 視察 教養教育視学委員（平成９．１２．１７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2033年3月31日
総務課 視察 視察 工学視学委員（平成１１．１１．１２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 視察 視察 課程認定大学の実地視察（平成１２．７．１９） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 視察 視察 理学視学委員の実地視察関係綴（平成１３年１２月５日） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日
総務課 資格認定 資格認定 学芸委員資格認定（平成６～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 式典関係 開学５０周年記念事業関係 開学５０周年記念事業関係綴 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 式典関係 卒業式 卒業式関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 式典関係 卒業式 卒業式関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 式典関係 入学式 入学式関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 式典関係 入学式 入学式関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成元年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2025年3月31日
総務課 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成４年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2028年3月31日
総務課 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2031年3月31日
総務課 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2033年3月31日
総務課 選挙関係 学長選挙関係 学長選挙関係綴（平成９年度）その２ 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2033年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 各学部等改組計画（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 埼玉大学の教育改革（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 埼玉大学の教育改革について（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 新教育課程実施に係る資料一覧（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 各種委員会の現状・見直し（平成７～８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 組織の設置、廃止、改組、名称変更（平成６～11） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
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総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 大学院関係（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 組織見直しヒアリング関係（平成９～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 組織の廃止転換、再編成 組織の廃止転換、再編成 組織の設置、廃止、改組、名称変更（平成１２～  ） 文部省埼玉大学総務部総務課企画調査係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 総務事務 その他 電報関係（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 その他 宿日直関係（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　常勤職員（平成１１年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿　（平成１１年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　非常勤職員（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　総務部（平成１２年） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　分析センター（平成１２年） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　総合情報処理センター（平成１２年） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　地域共同研究センター（平成１２年） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿　（平成１２年） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更簿・代休日指定簿（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿・管理職員特別勤務手当整理簿（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　非常勤職員（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　非常勤職員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿　非常勤職員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 兼業関係 併任・兼業申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 兼業関係 併任・兼業申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１１～１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿　センター（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿　センター（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿　センター（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 代行運転関係 公用車使用関係綴 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1991年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品検査書（平成２～１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1990年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品管理通知書・供用簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品供用簿（はがき・切手） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品使用簿（庶務部） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品管理通知書・供用簿（乙）（備品） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 物品関係 物品使用簿（総務部） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間割り振り変更簿 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 総務事務 報告書関係 勤務時間報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 調査 調査 講座及び学科目等の教員定員調（平成６～１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 調査 調査 学校基本調査（平成１０～１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 調査 調査 調査関係（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 調査 調査 法令等改正照会（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 調査 調査 附属学校調査（平成１１～１２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 調査 調査 講座及び学科目等の教員定員調（平成１２～　） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 調査 調査 調査関係（平成１２） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 調査 調査 学校基本調査（平成１２～１３） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 調査 調査 調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 調査 調査 附属学校調査（１３年度～） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 調査 調査 調査関係綴（平成１４）１ 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 調査 調査 調査関係綴（平成１４）２ 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 調査 調査 平成１４・１５年度学校基本調査 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省通知等綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省関係往復（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 各機関通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 各機関関係往復（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2010年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省通知等綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部総務課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省関係往復（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 各機関通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 各機関関係往復（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2011年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省通知等綴（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2012年3月31日
総務課 通知等関係 学外通知等 文部省通知等綴（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課総務係 廃棄 2013年3月31日
総務課 内地留学生 現職教育内地留学生 産業教育内地留学生（平成６～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 内地留学生 現職教育内地留学生 特殊教育内地留学生（平成８～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 内地留学生 現職教育内地留学生 一般教育内地留学生（平成１０～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 内地留学生 現職教育内地留学生 一般教育内地留学生（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 附属学校内地研修員 附属学校内地研修員 附属学校内地研修員（平成元～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（雑）３（昭和４８～４９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1973年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（一般）（昭和４８～５０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1973年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（例規）（昭和４９～５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・会計）（昭和４９～５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・管理）（昭和４９～５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・教育１）（昭和４９～５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1974年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・施設）（昭和４９～５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（雑１）（昭和４９～５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（内規・規程）（昭和４９～５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（短大）（昭和４９～５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・管理）（昭和５３～５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（雑２）（昭和５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規則・教育２）（昭和５２～５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規程・庶務）（昭和５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規程・短大）（昭和５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（学則）（昭和４９～５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規程・学務）（昭和５５～５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（規程・管理）（昭和５５～５７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2018年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 法規（学則）（昭和５５～５８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2019年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務及び大学院（昭和５７～６１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1982年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2022年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 短大（昭和５８～６１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1983年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2022年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学則（昭和５８～６３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1983年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 管理及び運営（昭和５８～６３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1983年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務及び大学院（昭６２～平元） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1987年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学則（平成元～３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 人事（昭５５～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 会計（昭５５～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 施設（昭５５～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 庶務（昭５６～平４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 管理及び運営（平成元～４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務及び大学院（平成２～４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学則（平成３～４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 経済短期大学部関係規程（昭６２～平６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1987年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務（平成５～６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 管理及び運営（平成５～８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2032年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 政策研究大学院大学創設準備室関係規程等（平成９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務部倉庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2033年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務（平成８～１０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1996年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 副学長の設置・事務の一元化整理規程等（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 施設（平成元～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 大学院（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 庶務（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 会計（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 人事（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学則（平成５～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 要項等制定（その他報告分）（平成６～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 管理及び運営（平成９～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 規程集掲載外要項等（平成９～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
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総務課 法令・通達・学内規程等 規程の制定・改廃 学務（平成１１～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集 埼玉大学諸規定綴（～昭和２８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1952年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集 埼玉大学規程集（～昭和４１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1954年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集 埼玉大学規程集（昭和４３～） 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1968年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第８号（昭和４９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2010年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第９号（昭和５０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2011年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１０号（昭和５１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2012年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１１号（昭和５２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 廃棄 2013年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１２号（昭和５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１３号（昭和５３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2014年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１４号（昭和５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１５号（昭和５４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2015年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１６号（昭和５５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2016年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１７号（昭和５６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2017年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１８号（昭和５７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2018年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第１９号（昭和５７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2018年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２０号（昭和５８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2019年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２１号（昭和５９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2020年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２２号（昭和５９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2020年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２３号（昭和６１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2022年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２４号（昭和６３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2024年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２５号（平成元） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２６号（平成２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2026年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２７号（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２８号（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第２９号（平成４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３０号（平成４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３１号（平成５） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2029年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３２号（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３３号（平成６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３４号（平成７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３５号（平成８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2032年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３６号（平成９） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2033年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３７号（平成１０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程集追録 規程集追録第３８号（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程等台帳 規程台帳（昭４７～平７） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2031年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程等台帳 内規台帳（昭４７～平１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1972年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程等台帳 規程台帳（平成８～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1996年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 規程等台帳 内規台帳（平成１２～　） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（昭和４８～６２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1973年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2023年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（昭６３～平元） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1988年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2025年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 課程認定関係（昭５０～平２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課学事調査係 1975年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2026年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成２） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2026年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成３） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2027年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成４） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2028年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 課程認定関係（平成２～６） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1990年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2030年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成５～８） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1993年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2032年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 教職員免許法の特例（介護体験）（平成９～１０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成９～１０） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1997年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2034年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成１１） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2035年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 国立学校の学科及び課程並びに講座及び学科目に関する省令（平成元～） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1989年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 課程認定関係（平成７～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 設置認可申請手続関係（平成７～　） 文部省埼玉大学庶務部庶務課法規調査係 1995年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成１２） 文部省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2036年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2037年3月31日
総務課 法令・通達・学内規程等 法令・省令・通達 法令・通達関係（平成１4） 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部総務課法規調査係 2038年3月31日
人事課 その他 その他 各種調査・アンケート等（給与係）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 人事統計報告関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 給与法改正（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 人事院勧告関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 証明書等交付（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 雑件（給与係）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成６年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2015年3月31日
人事課 その他 その他 人事関係事務処理状況調査（任用関係）(平成12年度～　　　) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 各種調査・アンケート等（給与係）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 人事統計報告関係（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 給与法改正（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 人事院勧告関係（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 証明書等交付（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 雑件（給与係）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2016年3月31日
人事課 その他 その他 各種調査・アンケート等（給与係）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 その他 給与法改正（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 その他 証明書等交付（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 その他 人事院勧告関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 その他 人事統計報告関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2017年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2017年3月31日
人事課 その他 その他 各種調査・アンケート等（給与係）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 その他 給与法改正（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 その他 証明書等交付（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 その他 人事院勧告関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 その他 人事統計報告関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2018年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2018年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成10年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2019年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成10年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2019年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2017年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2017年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（その他）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2018年3月31日
人事課 その他 その他 給与関係一般（諸手当）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2018年3月31日
人事課 その他 国家公務員法第１０３条関係 国家公務員法第１０３条関係関係審査状況報告書綴(平成13年度～　　) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 証明書等 証明書交付綴(平成6年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 証明書等 証明書交付綴(平成13年度～) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 通知 非常勤講師手当等学内通知(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 通知 非常勤講師手当等学内通知(平成13年度～　　) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 通知 人事院規則・運用通知等改正通知(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 その他 通知 人事院規則・運用通知等改正通知(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 その他 通知 人事院規則・運用通知等改正通知(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 その他 届出等 本籍変更・改姓届綴(平成6年度～平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 届出等 履歴事項追記願綴(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 届出等 履歴事項追記願綴(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 届出等 本籍変更・改姓届綴(平成12年度～　　　) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 届出等 履歴事項追記願綴(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 届出等 旧姓使用関係綴(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 その他 届出等 履歴事項追記願綴(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 その他 保険関係 各種保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 保険関係 社会保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 保険関係 雇用保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 その他 保険関係 各種保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 保険関係 社会保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 その他 保険関係 雇用保険関係書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 レクリェーション関係 レクリェーションの実施 レクリェーション実施関係原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 レクリェーション関係 レクリェーションの実施 レクリェーション実施関係原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員関係原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 教科用図書検定調査審議会調査員関係原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員名簿(平成11年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員関係原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員関係原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員名簿(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 教育学部附属学校学校評議員関係原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 学内委員関係原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 委員等発令関係 学内委員等 運営諮問会議委員発令原議書(平成12年度～　　　) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係
人事課 育児休業 承認請求書 育児休業承認原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
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人事課 育児休業 承認請求書 育児休業承認原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 育児休業 調査書類 育児休業等実態調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 育児休業 調査書類 育児休業等実態調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 永年勤続者表彰 申請書等 永年勤続者表彰上申原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 永年勤続者表彰 申請書等 永年勤続者表彰上申原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 労務専掌会議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 労務専掌会議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 労務専掌会議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 会議等 学外会議等 北関東地区人事交流等に関する担当課長協議会(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 人事交流者との懇談会(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 安全管理委員会（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント対策委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント防止委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント対策委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント防止委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント対策委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 会議等 学内会議等 セクシュアル・ハラスメント防止委員会 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人特別招へい教授関係(平成7年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 日英共同による英国の大学教授関係(平成7年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課 1995年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人特別招へい教授関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 日英共同による英国の大学教授関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿等調査（学内）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 人事（給与）関係事務処理状況調査（文部省）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成６年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2015年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿等調査（学内）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 人事（給与）関係事務処理状況調査（文部省）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿監査（人事院）（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2016年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2016年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿等調査（学内）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2017年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿等調査（学内）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2018年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成10年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2019年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿監査（人事院）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2017年3月31日
人事課 監査等 給与簿関係 給与簿関係取扱（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2018年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等の範囲（報告） 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等の範囲について 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等発令原義 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等の範囲（報告） 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等の範囲について 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 管理職員等の範囲 管理職員等 管理職員等発令原義 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成４年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1992年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成５年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1993年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2014年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2016年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成６年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1994年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2015年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2017年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2018年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成10年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2019年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2017年3月31日
人事課 級別定数関係 級別定数 級別定数管理簿（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2018年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 規則・通知 規則・通知 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 規則・通知 規則・通知 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 規則・通知 規則・通知 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 規則・通知 規則・通知 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 調査書類 年次休暇取得状況調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 勤務時間・休暇関係 調査書類 年次休暇取得状況調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 健康・安全管理関係 安全管理関係 危害防止主任者の指名等関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 健康・安全管理関係 健康診断関係 健康診断票（平成11年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 健康・安全管理関係 健康診断関係 健康診断関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 健康・安全管理関係 健康診断関係 健康診断票（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 健康・安全管理関係 健康診断関係 健康診断関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 兼業許可報告書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 兼業承認報告書・兼業承認件数調(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（教特法２１条）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国公法１０４条）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国立学校等非常勤講師）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国立機関委員・研究員等）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（無報酬）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係台帳(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係通知(平成8年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 兼業許可報告書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 兼業承認報告書・兼業承認件数調(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（教特法２１条）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国公法１０４条）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国立学校等非常勤講師）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（国立機関委員・研究員等）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係原議書（無報酬）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係台帳(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 兼業関係 兼業等 併任・兼業関係通知(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 国立学校事務電算化研修関係書類（平成13年度） 総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 その他の研修関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 幹部職員・課長補佐等研修関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 国際交流担当職員研修関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 人事事務研修関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 北関東地区国立学校教室系技術職員合同研修関係書類（平成13年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 その他の研修関係書類（平成14年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 幹部職員・課長補佐等研修関係書類（平成14年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 関東・甲信越地区国立学校等研修関係書類（平成14年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 国際企画・研究協力担当職員研修関係書類（平成14年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学外研修等 北関東地区文部科学省関係機関新規採用関係書類（平成14年度） 文部省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 放送大学を利用した研修関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 事務電算化研修関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 退職者説明会関係書類（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 新任教官研修関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2010年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 新任教官研修関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 研修関係 学内研修等 放送大学を利用した研修関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課専門職員 廃棄 2011年3月31日
人事課 公務員試験等 試験・面接等 採用面接関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 公務員試験等 試験・面接等 公務員試験（説明会等）関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 公務員試験等 試験・面接等 採用面接関係(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 公務員試験等 試験・面接等 公務員試験（説明会等）関係(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 国家公務員死亡者数調査 報告書 国家公務員死亡者数調査 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 国家公務員死亡者数調査 報告書 国家公務員死亡者数調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 国家公務員死亡者数調査 報告書 国家公務員死亡者数調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 国家公務員死亡者数調査 報告書 国家公務員死亡者数調査 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害認定関係原議書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 災害補償請求書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害補償支給決定通知書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害認定関係原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 災害補償請求書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害補償支給決定通知書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害認定関係原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害補償支給決定通知書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
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人事課 災害補償関係 申請書等 災害補償請求書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害認定関係原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 公務災害補償支給決定通知書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 災害補償関係 申請書等 災害補償請求書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当事実確認（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当現況届（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当事実確認（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当現況届（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当現況届（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当事実確認（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当現況届（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 その他手当 諸手当事実確認（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当一般（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当(日々雇用)（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当一般（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当(日々雇用)（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当一般（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 期末・勤勉手当一般（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 期末・勤勉・期末特別手当 勤勉手当成績率改定関係 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等認定（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当現況確認（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当支払・報告通知（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等消滅関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成６年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2015年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等認定（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等現況確認（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当支払・報告通知（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等消滅関係（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2016年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等現況確認（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当支払・報告通知（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等消滅関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等認定（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2017年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当支払・報告通知（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等現況確認（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等消滅関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当等認定（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2018年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成10年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2019年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2016年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2017年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当一般（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2018年3月31日
人事課 諸手当 児童手当・特例給付 児童手当受給者台帳 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949年4月1日 支給喪失後３年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 住居手当 住居手当原議書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 住居手当 住居手当原議書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 住居手当 住居手当認定簿 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949年4月1日 支給喪失後３年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 単身赴任手当 単身赴任手当原議書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 単身赴任手当 単身赴任手当原議書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 単身赴任手当 単身赴任手当認定簿 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949年4月1日 資格喪失後３年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 調整手当 調整手当一般（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当要望書（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当要望書作成資料（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当一般（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当要望書（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当要望書作成資料（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当一般（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 調整手当 調整手当一般（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当改定等（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当原議書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当改定等（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当原議書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当改定等（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当改定等（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 通勤手当 通勤手当認定簿 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949年4月1日 支給喪失後３年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当改定等（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当原議書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当改定等（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当原議書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当改定等（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当改定等（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 扶養手当 扶養手当認定簿 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1949年4月1日 支給喪失後３年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額発令（一般）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 大学院関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（連合大学院）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（政策科学研究科）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額発令（一般）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（研究科）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（連合大学院）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（政策科学研究科）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（研究科）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（政策科学研究科）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（連合大学院）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額発令（一般）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（研究科）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額（連合大学院）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 俸給の調整額 俸給の調整額発令（一般）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 諸手当 俸給の特別調整額 俸給の特別調整額一般（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 諸手当 俸給の特別調整額 俸給の特別調整額一般（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 諸手当 俸給の特別調整額 俸給の特別調整額一般（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 諸手当 俸給の特別調整額 俸給の特別調整額一般（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 生存者叙勲事務について原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 死亡叙位・叙勲 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 叙勲候補者の選考に必要な資料の提出について原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 生存者叙勲事務について原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 死亡叙位・叙勲 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 申請書等 叙勲候補者の選考に必要な資料の提出について原議書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 提出資料等 その他の提出書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 叙位・叙勲関係 提出資料等 その他の提出書類 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定記録書等 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定実施報告書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定記録書等 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定実施報告書 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 職員の懲戒 懲戒に関する書類 懲戒処分書原議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2016年3月31日
人事課 職員の懲戒 懲戒に関する書類 懲戒処分書原議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2034年3月31日
人事課 職員の懲戒 懲戒に関する書類 懲戒処分書原議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2037年3月31日
人事課 職員の懲戒 懲戒に関する書類 懲戒処分書原議 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2038年3月31日
人事課 職員団体関係 職員組合 交渉事項一覧 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 職員団体関係 職員組合 交渉事項一覧 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 職員団体関係 職員組合 交渉事項一覧 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2012年3月31日
人事課 職員団体関係 職員組合 交渉事項一覧 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2013年3月31日
人事課 身分証明書 発行関係 台帳 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 身分証明書 発行関係 台帳 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 人事ヒアリング 人事関係事項ヒアリング 人事事情聴取資料(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 人事ヒアリング 人事関係事項ヒアリング 人事事情聴取資料(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 人事異動関係 人事異動 本省内部部局・国立大学等転任希望(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 人事記録等 その他 人事記録一般綴(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 人事記録等 その他 人事記録一般綴(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 人事記録等 その他 人事異動通知書（写） 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949年4月1日 退職から3年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係
人事課 人事記録等 人事記録及び人事記録に係る附属書類等 人事記録 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係
人事課 人事記録等 人事記録及び人事記録に係る附属書類等 人事記録に係る附属書類等 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 1949年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係
人事課 退職手当関係 退職手当の支給等 退職手当の支給原議 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 退職手当関係 退職手当の支給等 退職手当の支給原議 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与関係資料（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 諸手当支給状況等調査（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
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人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（人事院）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（大蔵省）（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 毎月勤労統計調査（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給実乙第７４号・第５７６号適用報告(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与関係資料（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 諸手当支給状況等調査（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（人事院）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（大蔵省）（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 毎月勤労統計調査（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与関係資料（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（人事院）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（大蔵省）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 諸手当支給状況等調査（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 毎月勤労統計調査（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給実乙第７４号・第５７６号適用報告(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与関係資料（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（人事院）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 給与実態調査（大蔵省）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 諸手当支給状況等調査（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 給与関係 毎月勤労統計調査（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 任用関係調査(平成9年度～平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 技能・労務職員採用状況(昭和60年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 身体障害者雇用状況報告(平成元年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日

人事課 調査・報告 任免関係
特別職に属する職・地方公務員の職・公庫等に属する職からの採用状況について(平成5年度～平成12
年度)

文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日

人事課 調査・報告 任免関係 附属学校非常勤講師採用実績等(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 非常勤職員任用状況調査(平成6年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 教員養成実地指導講師採用計画等(平成10年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 任用状況調査(平成11年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 任用関係調査(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 技能・労務職員採用状況(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 教員養成実地指導講師採用計画等(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 身体障害者雇用状況報告(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日

人事課 調査・報告 任免関係
特別職に属する職・地方公務員の職・公庫等に属する職からの採用状況について(平成13年度～平成
年度)

文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日

人事課 調査・報告 任免関係 任用関係調査(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 任用状況調査(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 非常勤職員任用状況調査(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 附属学校非常勤講師採用実績等(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 任用関係調査(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 欠員状況報告等(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 調査・報告 任免関係 欠員状況報告等(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和49年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 専門職員・係長・主任等の配置状況(平成8年度～平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和50年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 専門員・専門職員配置(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 事務長・課長補佐配置関係(平成6年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 組織一般(平成8年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 技術専門官・技術専門職員配置関係(平成9年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和51年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 技術専門官・技術専門職員配置関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 事務長・課長補佐配置関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 専門員・専門職員配置(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 組織一般(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和52年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和53年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2014年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和55年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和56年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和59年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2020年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和60年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2021年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和62年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2023年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(昭和63年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2024年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2025年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成2年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2026年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員関係(昭和49年度～平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成7年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2031年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2032年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 教室系技術職員の組織化関係(平成5年度～平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2034年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2035年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員関係(平成6年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 教室系技術職員の組織化関係(平成10年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 教室系技術職員の組織化関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成13年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 定員・組織等 定員・組織 定員・現員表(平成14年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 顛末報告書 報告書 顛末報告書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2031年3月31日
人事課 顛末報告書 報告書 顛末報告書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2032年3月31日
人事課 顛末報告書 報告書 顛末報告書 文部省埼玉大学庶務部人事課職員係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 2033年3月31日
人事課 電算関係 電算 電算関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 電算関係 電算 電算関係（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 電算関係 電算 電算関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 電算関係 電算 電算関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 学長発令 学長発令原議書(昭和41年度～昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 学長発令 学長発令原議書(昭和59年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 学長発令 学長発令原議書(平成7年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 学長発令 学長発令原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和49年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和49年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和49年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 学校医原議書(平成6年度～平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 日々雇用職員原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 時間雇用職員原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント発令原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 非常勤講師関係原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 客員教授関係原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 任免一般(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 非常勤講師人事異動通知書（写）(平成13年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2010年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和50年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和50年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和50年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 併任・補職原議書(平成6年度～平成7年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 日々雇用職員原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 時間雇用職員原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント発令原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 非常勤講師関係原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 客員教授関係原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 学校医原議書(平成12年度～　　　　　) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 非常勤講師人事異動通知書（写）(平成14年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2011年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和51年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和51年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和51年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成7年度～平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント発令原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 客員教授関係原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 時間雇用職員原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 日々雇用職員原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
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人事課 任免関係 任免 非常勤講師関係原議書(平成13年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2012年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和52年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和52年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和52年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 派遣職員関係(平成6年度～平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 併任・補職原議書(平成8年度～平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 リサーチ・アシスタント、ティーチング・アシスタント発令原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 客員教授関係原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 時間雇用職員原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 日々雇用職員原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 非常勤講師関係原議書(平成14年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 廃棄 2013年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和53年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2014年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和53年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2014年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和53年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2014年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2014年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 任免 休職関係(昭和45年度～昭和55年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1970年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和55年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和55年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和55年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 退職勧奨記録書(昭和60年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 勧奨退職関係(昭和61年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 併任・補職原議書(平成10年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和56年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和56年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和56年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 勧奨退職関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 退職勧奨記録書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 併任・補職原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 任免 出向・退職関係原議書(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和59年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2020年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和59年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2020年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和59年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2020年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和60年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2021年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和60年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2021年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和60年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2021年3月31日
人事課 任免関係 任免 休職関係(昭和56年度～昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1981年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和62年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2023年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和62年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2023年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和62年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2023年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(昭和63年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2024年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(昭和63年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2024年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(昭和63年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2024年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2025年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2025年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2025年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成2年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2026年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成2年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2026年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成2年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2026年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成7年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2031年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成7年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2031年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成7年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2031年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2032年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2032年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2032年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2034年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2034年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2034年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2035年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2035年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2035年3月31日
人事課 任免関係 任免 休職関係(昭和62年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成12年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 任免 休職関係(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成13年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・昇任・転任・配置換等原議書（事務系）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 任免 採用・転任・配置換原議書（教官）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 任免 昇任・降任原議書（教官）(平成14年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 評議員併任発令原議書(昭和41年度～昭和54年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2015年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 学寮主事発令原議書(昭和49年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 廃液処理施設長発令原議書(昭和62年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 学科長併任発令原議書(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教務委員長発令原議書(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 放射線取扱主任者等発令原議書(平成10年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1998年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2016年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 行動科学情報解析センター長発令原議書(昭和48年度～昭和56年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1973年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 学科長併任発令原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 保健管理センター所長発令原議書(昭和46年度～昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1971年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 工学部附属地盤水理実験施設長発令原議書(昭和49年度～昭和57年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1974年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2018年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 経済学部長発令原議書(昭和42年度～昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 理工学部長発令原議書(昭和42年度～昭和58年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2019年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 評議員併任発令原議書(昭和55年度～昭和61年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2022年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教養学部長発令原議書(昭和42年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 理学部長発令原議書(昭和51年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院工学研究科長発令原議書(昭和52年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院理学研究科長発令原議書(昭和53年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1978年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 経済学部長発令原議書(昭和59年度～平成3年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1984年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2027年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教育学部長発令原議書(昭和41年度～平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 学生部長発令原議書(昭和41年度～平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 附属図書館長発令原議書(昭和42年度～平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 工学部長発令原議書(昭和51年度～平成4年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1976年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2028年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 校長・園長発令原議書(昭和41年度～平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1966年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 経済短期大学部主事発令原議書(昭和42年度～平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院政策科学研究科長発令原議書(昭和52年度～平成5年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2029年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教養部長発令原議書(昭和42年度～平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1967年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
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人事課 任免関係 部局長等発令 評議員併任発令原議書(昭和62年度～平成6年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2030年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 経済短期大学部部長発令原議書(平成7年度～平成8年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2032年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 行動科学情報解析センター長発令原議書(昭和58年度～平成9年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2033年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 学生部長発令原議書(平成5年度～平成10年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2034年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 評議員併任発令原議書(平成7年度～平成11年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2035年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教育学部附属地球科学観測実験施設長発令原議書(昭和46年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1971年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 分析センター長発令原議書(昭和55年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1980年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 工学部附属地盤水理実験施設長発令原議書(昭和58年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教育学部附属教育実践研究指導センター長発令原議書(昭和61年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1986年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院教育学研究科長発令原議書(平成2年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1990年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教育学部長発令原議書(平成5年度～平成12年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 経済学部長発令原議書(平成5年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 理学部長発令原議書(平成5年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 工学部長発令原議書(平成5年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院経済科学研究科長発令原議書(平成5年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 附属図書館長発令原議書(平成6年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 地域共同研究センター長発令原議書(平成6年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 校長・園長発令原議書(平成7年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1995年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 副学長併任発令原議書(平成12年度～平成　年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 評議員併任発令原議書(平成12年度～平成　年度) 文部省埼玉大学総務部人事課任用係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2036年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 保健管理センター所長発令原議書(昭和58年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1983年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 留学生センター長発令原議書(平成9年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1997年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教育学部附属教育実践総合センター長発令原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 地圏科学研究センター長発令原議書(平成13年度～平成　　年度) 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院文化科学研究科長発令原議書(昭和52年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1977年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院理工学研究科長発令原議書(平成元年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1989年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 総合情報処理センター長発令原議書(平成3年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1991年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 教養学部長発令原議書(平成5年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1993年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2038年3月31日
人事課 任免関係 部局長等発令 大学院政策科学研究科長発令原議書(平成6年度～平成13年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1994年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2037年3月31日
人事課 物品関係 請求書 物品購入請求票 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 物品関係 請求書 物品購入請求票 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 昇格・降格 昇格・降格関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 俸給関係 昇格・降格 昇格・降格（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 昇格・降格 昇格・降格（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 昇格・降格 昇格・降格（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 普通昇給（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 特別昇給（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 特別昇給（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 普通昇給（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2011年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 特別昇給（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 特別昇給（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 普通昇給（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 特別昇給（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 昇給 普通昇給（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 台帳 俸給（昇給・昇格）台帳 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 1985年1月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2020年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給半減等（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給切替等（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2010年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 号俸調整・復職時調整（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給協議（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 指定職関係（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給切替等（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給半減等（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部人事課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 号俸調整・復職時調整（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 指定職関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給協議（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給切替等（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給半減等（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2012年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 号俸調整・復職時調整（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 指定職関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給協議（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給切替等（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給半減等（平成14年度） 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 廃棄 2013年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給半減等（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1996年4月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2010年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給切替等（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1997年4月1日 5年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2011年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 俸給訂正関係(昭和62年度～平成14年度) 文部省埼玉大学庶務部人事課任用係 1987年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課任用係 2017年3月31日
人事課 俸給関係 俸給 指定職関係（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部人事課給与係 1999年4月1日 5年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課給与係 2010年3月31日
人事課 名誉教授の授与関係 申請書等 名誉教授称号授与関係 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2010年3月31日
人事課 名誉教授の授与関係 申請書等 名誉教授称号授与関係 文部省埼玉大学総務部人事課職員係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部人事課職員係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ事業関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月5日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ事業関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月4日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ事業関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ事業関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 ＳＣＳ ＳＣＳ関係 ＳＣＳ簡易取扱説明書 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1998年7月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 　
企画広報室 その他 調査統計関係 一般文書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 その他 調査統計関係 一般文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 大学開放担当課長会議（平成11年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年3月2日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 ＳＣＳ事務連絡協議会（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年6月11日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１１年度　関東Ｃ地区国立学校事務情報化推進協議会 文部省東京工業大学経理部情報処理課 1999年7月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１１年度関東甲信越地区国立学校等広報・文書研究協議会 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年7月13日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１１年度　関東Ｃ地区国立学校事務情報化専門委員会 文部省東京工業大学経理部情報処理課 1999年9月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 大学開放担当課長会議（平成12年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１２年度　関東Ｃ地区国立学校事務情報化推進協議会 文部省東京工業大学経理部情報処理課 2000年5月 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 ＳＣＳ事務連絡協議会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年6月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１２年度関東甲信越地区国立学校等広報・文書研究協議会 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年6月23日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１２年度　関東Ｃ地区国立学校事務情報化推進協議会（臨時） 文部省東京工業大学経理部情報処理課 2001年2月27日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 平成１３年度　関東Ｃ地区国立学校事務情報化推進協議会 文部科学省東京工業大学経理部情報処理課 2001年5月 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 大学開放担当課長会議（平成13年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 会議等 学外会議等 ＳＣＳ事務連絡協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 事務一元化・集中化委員会 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1997年10月17日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 拡大自己評価等委員会（平成１０～１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1998年11月4日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 学長補佐会(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年4月5日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学スペースコラボレーション（ＳＣＳ）事業委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課庶務係 1999年4月8日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 平成１１年度第１回埼玉大学事務情報化委員会 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1999年7月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 第１回事務用電子計算機システム技術審査 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1999年8月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 第２回事務用電子計算機システム技術審査 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1999年8月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 平成１１年度　第１回埼玉大学事務情報化推進リーダー連絡会 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1999年11月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 大学基準協会への加盟判定審査に係る専門委員会（平成１０～１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年11月17日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 独立行政法人化問題検討会（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年12月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 平成１１年度　事務情報化講演会 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 2000年3月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学５０年史編纂関係ー１ 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年12月19日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学５０年史編纂関係ー２ 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年12月19日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学５０年史編纂関係ー３ 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年12月19日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学５０年史編纂関係ー４ 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年12月19日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学自己評価点検等委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学スペースコラボレーション（ＳＣＳ）事業委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学広報委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 学長補佐会(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2000年4月18日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 独立行政法人化問題検討会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2000年5月12日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学情報公開委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年12月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学広報委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学自己評価点検等委員会（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学スペースコラボレーション（ＳＣＳ）事業委員会（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学スペースコラボレーション（ＳＣＳ）事業委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学自己評価点検等委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 会議等 学内会議等 埼玉大学広報委員会(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧（１９９５年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年7月18日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧追録（１９９６年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧追録（１９９７年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧（１９９８年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2014年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧追録（１９９９年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2015年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧追録（２０００年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2016年3月31日
企画広報室 刊行物 教官総覧 埼玉大学教官総覧（２００１年） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2017年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 大学教育の充実をめざして 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1995年3月31日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 学生のためのキャンパスライフの充実 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 学生生活実態調査報告書 文部省埼玉大学学生部学生課 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 研究の充実をめざして 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 開かれた大学をめざしてー地域社会との連携・国際無交流－ 文部省埼玉大学庶務部国際主幹 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 刊行物 自己点検評価 自己点検・評価報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部庶務課専門員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2016年3月31日
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企画広報室 個人情報 個人情報関係 個人情報保護法関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 個人情報 個人情報関係 個人情報保護法関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（昭和４６年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1977年6月15日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（昭和５２～５９年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1977年6月15日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2020年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（平成２～１０年） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1990年7月5日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2034年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員 1994年7月15日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2030年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員 1995年4月18日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2031年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員 1997年4月18日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2033年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員 1998年4月8日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2034年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（平成１２年度） 埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月5日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印作成・改刻・廃止届 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年3月19日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2037年3月31日
企画広報室 公印 公印関係 公印簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和４９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1974年5月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要関係(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年5月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1975年5月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要関係(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年5月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1976年5月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要関係(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年5月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1977年5月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年5月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1978年5月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2014年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1979年5月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2015年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1980年5月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2016年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1981年5月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2017年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1982年5月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2018年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1983年5月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2019年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和５９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1984年5月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2020年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和６０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1985年5月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2021年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和６１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1986年5月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2022年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和６２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1987年5月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2023年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(昭和６３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1988年5月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2024年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1989年5月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2025年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1990年5月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2026年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1991年5月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2027年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1992年5月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2028年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1993年5月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2029年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1994年5月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2030年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1995年5月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2031年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1996年5月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2032年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1997年5月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2033年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1998年5月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2034年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年5月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2035年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年5月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年5月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2037年3月31日
企画広報室 広報資料 概要 埼玉大学概要(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年5月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和４９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報関係(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報関係(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報関係(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2014年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2015年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2016年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2017年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2018年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2019年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和５９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2020年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和６０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2021年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和６１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2022年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和６２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2023年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(昭和６３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2024年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2025年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2026年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2027年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2028年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2029年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2030年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2031年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2032年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2033年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成１０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2034年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2035年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 広報資料 学報 埼玉大学学報（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき創刊号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年10月11日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第２号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年3月19日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第３号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年6月18日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第４号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年9月19日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 広報誌けやき第１～２号関係(平成１２年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年10月11日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第５号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年12月25日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第６号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年3月15日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 広報誌けやき第３～６号関係(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年5月24日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第７号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年6月15日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 広報誌けやき第７～８号関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年6月15日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 広報紙 埼玉大学広報誌けやき第８号 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年9月15日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和４９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1974年5月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録関係(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年5月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1975年5月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録関係(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年5月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1976年5月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1977年5月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1978年5月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2014年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1979年5月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2015年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1980年5月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2016年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1981年5月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2017年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1982年5月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2018年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1983年5月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2019年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和５９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1984年5月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2020年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和６０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1985年5月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2021年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和６１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1986年5月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2022年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和６２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1987年5月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2023年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(昭和６３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1988年5月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2024年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成元年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1989年5月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2025年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1990年5月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2026年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1991年5月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2027年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成４年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1992年5月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2028年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1993年5月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2029年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1994年5月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2030年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成７年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1995年5月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2031年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1996年5月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2032年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1997年5月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2033年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1998年5月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2034年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年5月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2035年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年5月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2036年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年5月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2037年3月31日
企画広報室 広報資料 職員録 埼玉大学職員録(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年5月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和４６～５０年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1976年3月31日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧関係(平成９～１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 2000年2月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和５１～５３年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1979年3月31日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2014年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和５４～５６年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1982年3月31日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2017年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和５７～５９年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1985年3月31日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2020年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和６０～６２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書係 1988年3月31日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2023年3月31日
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企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(昭和６３～平成２年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1991年3月31日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2026年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成３～５年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課文書広報係 1994年3月31日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2029年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成６～８年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1997年3月31日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2032年3月31日
企画広報室 広報資料 要覧 埼玉大学要覧(平成９～１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 2000年3月31日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2035年3月31日
企画広報室 自己評価 自己評価関係 加盟判定審査一般関係 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 自己評価 自己評価関係 大学基礎データ調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 自己評価 自己評価関係 大学評価関係 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 情報公開関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門職員（広報担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 情報公開関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 情報公開関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書開示請求関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 情報公開関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書開示請求関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書分類基準表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2037年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書ファイル管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 情報公開室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2037年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書分類基準表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 情報公開 情報公開関係 行政文書ファイル管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 情報公開室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2038年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学改革進捗状況調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 2000年12月12日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学改革進捗状況調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課専門員 2000年12月27日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学改革の取組状況等に関する参考資料 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2001年5月10日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学改革進捗状況調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2001年11月8日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学改革進捗状況調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 大学評価関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 大学改革 大学改革関係 独立行政法人化関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門員（大学改革担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 大学開放事業 サテライト関係 大宮ソニックシティカレッジ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 サテライト関係 東京ステーションカレッジ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 サテライト関係 大宮ソニックシティカレッジ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 サテライト関係 東京ステーションカレッジ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 公開講座関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1999年2月23日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座テキスト(平成１１年度) 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画調査係 1999年5月13日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 公開講座関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年2月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座テキスト(平成１２年度) 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2000年5月15日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 公開講座関係（平成１3年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年2月21日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座テキスト(平成１3年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年5月15日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座テキスト(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 大学開放事業 公開講座関係 埼玉大学公開講座関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年5月15日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 大学開放事業 大学開放関係 大学開放・生涯学習関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 大学開放事業 大学開放関係 大学開放・生涯学習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 大学開放事業 大学開放関係 埼玉大学一般公開関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 2002年6月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室専門職員（企画調査担当） 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 その他 国立学校事務情報化参考資料集（平成１１年４月） 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年4月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 その他 電算機利用者名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1999年5月 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 その他 国立学校事務情報化参考資料集（平成１２年４月） 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年4月 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 その他 電算機利用者名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 2000年5月 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 給与計算システム（常） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1976年12月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 給与計算システム（非） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1977年8月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 人事事務処理システム（九工大） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1985年12月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 汎用人事事務システムシステムフロー１ 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1990年8月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 汎用人事事務システムシステムフロー２ 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1990年8月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 共済貸付返済システム（共済組合係用） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1991年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 共済貸付返済システム（情報処理係用） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1991年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 共済短期給付システム 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1991年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 非常勤講師システム 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1992年12月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 画面入力給与計算システムフロー（常勤） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1995年11月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 画面入力給与計算システムフロー（非常勤） 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1995年11月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 勤務時間報告システム 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1995年11月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 勤務時間報告システムシステムフロー 文部省埼玉大学経理部経理課情報処理係 1995年11月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 共通ファイル管理システム運用手引書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 授業料免除事務システム運用手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 新汎用システム導入の手引（第一版） 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 授業料債権管理事務システム運用手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 委任経理金・科学研究費補助金経理事務システム運用手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 物品管理事務システム運用手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年1月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 新汎用システム導入の手引（第二版） 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 給与計算事務システム運用手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2001年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 運用手引書 人事事務システム運用手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2001年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 汎用人事システム 文部省大臣官房政策課情報処理室 1988年2月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 人事事務処理システム概要１ 文部省九州工業大学庶務課情報処理係 1990年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 人事事務処理システム概要２ 文部省九州工業大学庶務課情報処理係 1990年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 委任経理金・科学研究費補助金事務システム基本設計仕様書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年2月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 物品管理事務システム基本設計仕様書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 委任経理金・科学研究費システム基本設計書１／２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年5月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 委任経理金・科学研究費システム基本設計書２／２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年5月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 授業料免除事務システム基本設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年5月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 共通（債権・銀行・住所・名称）ファイル管理システム設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年6月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 授業料債権管理事務システム基本設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1997年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム基本設計仕様書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム基本設計仕様書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム基本設計仕様書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム基本設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム基本設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年5月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 授業料債権管理事務システム詳細設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年6月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 共済組合事務システム基本設計仕様書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 共済組合事務システム基本設計仕様書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 人事システム仕様書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年2月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 人事システム仕様書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年2月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システムデータベース設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム共通関数設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書１０ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書３ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書４ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書５ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書６ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書７ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書８ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 給与計算事務システム詳細設計書９ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システムデータベース・ファイル設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システムプロトタイプ評価報告書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書３ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書４ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書５ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書６ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書７ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム詳細設計書８ 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 予算執行管理事務システム基本設計（追加機能） 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年6月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 基本設計書 人事システム基本設計書 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年11月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合短期給付事務システム利用の手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1986年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 人事事務システム利用の手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1990年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 授業料免除事務システム操作手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1998年10月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 授業料債権管理事務システム操作手引（事務局担当者用） 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 授業料債権管理事務システム操作手引（部局担当者用） 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年3月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 委任経理金・科学研究費補助金経理事務システム操作手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 1999年4月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 物品管理事務システム操作手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年1月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 給与計算事務システム各種手引１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 給与計算事務システム各種手引２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合事務システム共通ファイル管理システム運用手引書 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合事務システム操作手引書１ 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合事務システム操作手引書２ 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 予算執行管理事務システム運用手引・操作手引 文部省大臣官房政策課情報処理室 2000年12月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合事務システム運用手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2000年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 共済組合事務システム操作手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2000年9月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 給与計算事務システム操作手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2001年7月 運用終了時 2005年3月31日 運用終了時 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
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企画広報室 電算機システム関係 操作手引書 人事事務システム操作手引 文部科学省大臣官房政策課情報処理室 2001年7月 運用終了時 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室情報化推進係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（庶務課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（人事課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（国際交流課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（主計課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（経理課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（施設課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（学生課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（厚生課・保健管理センター）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（入試課）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（留学生課・留学生センター）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部庶務課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（総務課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（人事課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（国際交流課・分析センター・総合情報処理センター・地域共同研究センター）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（企画広報室）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（主計課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（経理課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（契約室）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（学生課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（厚生課・保健管理センター）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（入試課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（留学生課・留学生センター）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（施設課）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 行政事務ペーパレス化実施計画（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2000年4月6日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（総務課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（人事課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日

企画広報室 文書処理 文書接受
文書処理簿（国際交流課・分析センター・総合情報処理センター・地域共同研究センター・地圏科学研究セ
ンター）（平成１３年度）

文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日

企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（企画広報室）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（主計課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（経理課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（契約室）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（学生課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（厚生課・保健管理センター）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（入試課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（留学生課・留学生センター）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（施設課）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2012年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（総務課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（人事課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（国際企画課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日

企画広報室 文書処理 文書接受
文書処理簿（研究協力課・分析センター・総合情報処理センター・地域共同研究センター・地圏科学研究セ
ンター）（平成１４年度）

文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日

企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（企画広報室）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（主計課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（経理課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（厚生課・保健管理センター）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（契約室）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（学生課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（施設課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（入試課）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書接受 文書処理簿（留学生課・留学生センター）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2013年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 はがき・切手受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2010年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 郵便物発送簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
企画広報室 文書処理 文書発送 はがき・切手受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部企画広報室企画広報係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 JAFSA その他 JAFSA一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 JAFSA その他 JAFSA会員加入（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2038年3月31日
国際企画課 アソシエイト 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 シンポジウム シンポジウム 国際シンポジウム開催（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 その他 その他 国際交流会館入居手続（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 その他 グリーティングカード（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 その他 国際企画課主催事業（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 ホームページ ホームページ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 外国人受託研修員 外国人受託研修員受入制度・通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 その他 情報公開 情報公開一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 情報公開 情報公開行政文書ファイル・データ（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 調査統計 学内調査・照会等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 調査統計 学外調査等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 その他 調査統計 国際交流状況調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 会議等 学外会議等 国立大学等国際交流担当課長会議資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 会議等 学外会議等 国際企画担当部課長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 会議等 学外会議等 国際企画担当部課長会議資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 会議等 学外会議等 国立大学国際交流課長等連絡協議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 会議等 学外会議等 国立大学国際交流課長等連絡協議会資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 会議等 学内会議等 国際企画委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 会議等 学内会議等 国際企画専門委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA技術協力専門家養成研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICAプロジェクト方式技術協力（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA派遣等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 その他 国交未回復国渡航関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 その他 海外渡航事務一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 その他 海外渡航に伴う便宜供与（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 海外渡航 アジア諸国等派遣留学生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 海外渡航事務手続き 海外渡航関係通知等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2018年3月31日
国際企画課 海外渡航 海外派遣 国際関係機関等派遣依頼（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 海外派遣 学部附属学校等教官海外派遣（１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 海外派遣 在外教育施設派遣教員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 語学研修派遣 フランス語教育研修会・担当教員派遣（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 語学研修派遣 ドイツ語教育研修会・担当教員派遣（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 語学研修派遣 学部附属学校英語担当教官海外研修講座（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 語学研修派遣 日墨研修生・学生等交流計画（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 海外渡航 公用旅券 公用旅券・査証申請等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 経費 間接経費 競争的資金の間接経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 経費 教育改善推進費 教育改善推進費（学長裁量経費）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 経費 国際競争力強化経費 国際競争力強化経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 経費 地域貢献特別支援事業 地域貢献特別支援事業（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 研修 学外研修 語学研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 研修 学外研修 国際企画担当職員研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 研修 学内研修 学内英語研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 研修 学内研修 海外語学研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 研修 学内研修 国際企画研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（ロンドン大学キングスカレッジ・マネージメントセンター） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年2月7日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（東ウクライナ国立大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年6月7日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（エスリンゲン工科大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（トリブバン大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月10日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（イラン文化庁遺跡保存研究センター） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月27日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 学術交流協定 交流実績（サン・アンドレス大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年9月12日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（東ウクライナ国立大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年6月7日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（東ウクライナ国立大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年6月7日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（エスリンゲン工科大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（エスリンゲン工科大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（トリブバン大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月10日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（トリブバン大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月10日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（イラン文化庁遺跡保存研究センター） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年7月27日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（サン・アンドレス大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年9月12日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（サン・アンドレス大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年9月12日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2013年3月31日
国際企画課 国際研究集会 文部省国際研究集会派遣研究員 国際研究集会派遣研究員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 国際交流基金 国際交流基金 国際交流基金（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金（募集・採択）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金事業実施（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金事業計画・実施要項等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2018年3月31日
国際企画課 在外研究員 動向調査等派遣 海外研究開発動向調査等派遣（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 在外研究員 文部省在外研究員 在外研究員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 資料 概要等 埼玉大学概要（外国語）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際企画係 2038年3月31日
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国際企画課 受入れ 外国人研究者等 招へい外国人研究者（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 受入れ 外国人研究者等 中国政府派遣研究員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 受入れ 外国人受託研修員 外国人受託研修員受入（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 日本学術振興会 その他 日本学術振興会一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 日本学術振興会 各種事業 日本学術振興会各種事業（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 日本国際教育協会 その他 国際大学交流セミナー（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 日本国際教育協会 その他 日本国際教育協会一般（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際企画課 日本国際教育協会 海外渡航 外国政府等奨学金留学生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際企画課国際学術係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 アソシエイト 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 予算要求（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 文部省からの予算示達通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 予算要求（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 文部省からの予算示達通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 シンポジウム シンポジウム 国際シンポジウム開催（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 その他 ホームページ ホームページ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 外国人研究者等 招へい外国人研究者受入手続等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2017年3月31日
国際交流課 その他 外国人受託研修員 外国人受託研修員受入制度・通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 その他 個人情報 個人情報保護関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 照会文書等 調査統計に関する文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 照会文書等 調査統計に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 その他 照会文書等 調査統計に関する文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 その他 情報公開 情報公開一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 情報公開 情報公開行政文書ファイル・データ（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 調査統計 国際交流状況調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 調査統計 学内調査・照会等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 調査統計 学外調査等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 その他 調査統計 国際交流状況調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 その他 調査統計 国際交流状況調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 実績報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究者名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 文部省・日本学術振興会からの通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究成果報告書（平成１０年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月30日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 実績報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究者名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 文部省・日本学術振興会からの通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月30日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究計画調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 交付申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 実績報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 研究者名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 科学研究費 科学研究費補助金 文部省・日本学術振興会からの通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 会議 学内会議等 分析センター管理委員会議事要録 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2016年3月31日
国際交流課 会議 学内会議等 総合情報処理センター管理委員会議事要録 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2016年3月31日
国際交流課 会議 学内会議等 地域共同研究センター管理委員会議事要録 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2016年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国際企画担当部課長会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国際企画担当部課長会議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国立大学国際交流課長等連絡協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国立大学等研究協力部課長会議・会議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国立大学等国際交流担当課長会議・会議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学外会議等 国立大学国際交流課長等連絡協議会・会議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 国際交流委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会における審査に関するもの（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 組換えＤＮＡ実験安全委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 国際交流委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会における審査に関するもの（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 組換えＤＮＡ実験安全委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 発明委員会における審査に関するもの（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 組換えＤＮＡ実験安全委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 会議等 学内会議等 国際交流委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 会議等 学内資料等 学術研究関係助成制度一覧 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
国際交流課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA技術協力専門家養成研修（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICAプロジェクト方式技術協力（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA派遣等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 ＪＩＣＡ事業 JICA一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 その他 国交未回復国渡航関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 その他 海外渡航事務一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外渡航事務手続き 文部省からの諸令達・通達及び往復書簡 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外渡航事務手続き 文部省からの諸令達・通達及び往復書簡で重要なもの 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2016年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外渡航事務手続き 海外渡航関係通知等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2017年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外渡航事務手続き 法令・規則・通達等で各大学の規則の規範となるもの 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2036年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外派遣 国際関係機関等派遣依頼（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外派遣 学部附属学校等教官海外派遣（１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 海外派遣 在外教育施設派遣教員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 語学研修派遣 フランス語教育研修会・担当教員派遣（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 語学研修派遣 ドイツ語教育研修会・担当教員派遣（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 語学研修派遣 学部附属学校英語担当教官海外研修講座（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 海外渡航 公用旅券 公用旅券・査証申請等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 学術研究助成 学術研究助成 申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 学術研究助成 学術研究助成 募集通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 学術研究助成 学術研究助成 採択結果通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 募集通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 内定通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 決定通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 募集通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 内定通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 決定通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 学長裁量経費 国際交流経費 報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 共同研究 民間等との共同研究 受入決定（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 共同研究 民間等との共同研究 経費決定（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 経費 間接経費 競争的資金の間接経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 経費 教育改善推進費 教育改善推進費（学長裁量経費）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 経費 国際競争力強化経費 国際競争力強化経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 研修 学内研修 学内英語研修（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 研修 学内研修 海外語学研修（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定校との交流実績（ポーランド日本情報工科大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年7月9日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定校との交流実績（中国人民大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年8月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定校との交流実績（西オレゴン大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月7日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定校との交流実績（モナシュ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定校との交流実績（モナシュ大学） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 2000年8月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 交流実績（モラトゥワ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年1月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 交流実績（タマサート大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年1月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 交流実績（コトブス工科大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年3月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 締結に関する基準及び手続き等 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年9月30日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2035年3月31日
国際交流課 交流協定 学術交流協定 協定締結までの手順等 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年9月30日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2035年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（ポーランド日本情報工科大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年6月29日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（ポーランド日本情報工科大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年7月9日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（中国人民大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年8月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（中国人民大学） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年8月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（西オレゴン大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月7日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（西オレゴン大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月7日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（モナシュ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（モナシュ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年8月21日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（大連理工大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年11月3日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（大連理工大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年11月3日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（モラトゥワ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年1月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（モラトゥワ大学） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年1月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（タマサート大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年1月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（タマサート大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年1月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（ロンドン大学キングスカレッジ・マネージメントセンター） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年2月7日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学術交流協定書（コトブス大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年3月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
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国際交流課 交流協定 協定書・覚書 学生に関する覚書（コトブス大学） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2002年3月28日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 広報 紹介ビデオ 埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９７．３）日本語版 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1997年3月1日 30年 2027年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2032年3月31日
国際交流課 広報 紹介ビデオ 埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９７．３）英語版 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1997年3月1日 30年 2027年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2032年3月31日
国際交流課 広報 紹介ビデオ 埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９８．６）日本語版 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1998年6月1日 30年 2029年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2034年3月31日
国際交流課 広報 紹介ビデオ 埼玉大学紹介ビデオ（保存用）（１９９８．６）英語版 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1998年6月1日 30年 2029年3月31日 ビデオテープ 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2034年3月31日
国際交流課 国際シンポジュウム 国際シンポジュウム 文部省から国際シンポジュム開催経費の（募集）通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際シンポジュウム 国際シンポジュウム 文部省から国際シンポジュム開催経費の（募集）通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際研究集会 文部省国際研究集会派遣研究員 国際研究集会派遣研究員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 文部省からの実施通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 文部省からの実施要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施計画書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 候補者履歴書等（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 経費配分通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施伺（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 出面簿（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 文部省からの実施通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 文部省からの実施要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施計画書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 候補者履歴書等（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 経費配分通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施伺（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 出面簿（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流アソシエイト制度 国際交流アソシエイト制度 実施報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流基金 国際交流基金 国際交流基金（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 各年度執行状況（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 奨学寄附金申込書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 奨学寄附金予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 奨学寄附金受入決定通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金（募集・採択）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金事業実施（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 各年度執行状況（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 事業実施要項 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2016年3月31日
国際交流課 国際交流基金 埼玉大学国際交流基金 学内国際交流基金事業計画・実施要項等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2017年3月31日
国際交流課 国立情報学研究所 国立情報学研究所 学術研究活動に関する調査（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 在外研究員 動向調査等派遣 海外研究開発動向調査等派遣（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 在外研究員 文部省在外研究員 在外研究員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 予算要求（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 文部省からの予算示達通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 予算要求（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 文部省からの予算示達通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 予算要求（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 文部省からの予算示達通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 私学研修員等 私学研修員等 受入許可（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学概要（中国語）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学概要（韓国語）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1975-1976） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1977-1978） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2013年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1979-1980） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2015年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1981-1982） 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2017年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1983-1984） 文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交流係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2019年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1985-1986） 文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交流係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2021年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1987-1988） 文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交流係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2023年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1989-1990） 文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交流係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2025年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1992・日本語併記） 文部省埼玉大学庶務部庶務課国際交流係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2028年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1993・日本語併記） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2029年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（平成６年度・日本語併記） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2030年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（平成７年度・日本語併記） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2031年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1996-1997） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2032年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1997-1998） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2033年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（1998-1999） 文部省埼玉大学庶務部国際主幹付国際交流係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2034年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（2000） 文部省埼玉大学庶務部国際交流課国際交流係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2035年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学英文概要（保存用）（2001） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 総務書庫 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2036年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学韓国語概要（保存用）（2000-2001) 文部省埼玉大学庶務部庶務課企画係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2036年3月31日
国際交流課 資料 概要等 埼玉大学概要（保存）（平成１３年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2037年3月31日
国際交流課 受託研究 受託研究 受託研究申込書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 受託研究 受託研究 受託研究申込書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 受託研究 受託研究 受託研究申込書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 受託研究員 受託研究員 受託研究員申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 受託研究員 受託研究員 受入許可（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 受託研究員 受託研究員 受託研究員受け入れ報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2012年3月31日
国際交流課 受託研究員 受託研究員 受託研究員申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 受託研究員 受託研究員 受託研究員申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2014年3月31日
国際交流課 受入れ 外国人研究者等 招へい外国人研究者（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 受入れ 外国人研究者等 中国政府派遣研究員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 受入れ 外国人受託研修員 外国人受託研修員受入（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 組換えＤＮＡ 組換えＤＮＡ 申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 調査 調査・報告 科学技術研究調査 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 調査 調査・報告 研究プロジェクト経費実績報告書 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 内地研究員 文部省内地研究員 申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課研究協力係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 日本学術振興会 その他 日本学術振興会一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 日本学術振興会 各種事業 日本学術振興会各種事業（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 日本国際教育協会 その他 国際大学交流セミナー（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 日本国際教育協会 その他 日本国際教育協会一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 日本国際教育協会 海外渡航 外国政府等奨学金留学生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課国際交流係 廃棄 2010年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 概算要求書 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 予算配分通知 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 教育改善推進費要求書 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 諸謝金の要求 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 高度技術研修実施要求書 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
国際交流課 予算 予算要求等 その他の要求書 文部省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部国際交流課専門職員 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 予算要求（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 インセンティブ経費 インセンティブ経費 文部科学省からの予算示達通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 その他 照会文書等 調査統計に関する文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 委任経理金 委任経理金 委任経理金研究担当者変更通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 委任経理金 委任経理金 委任経理金使途変更申請書・承認書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 研究計画調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 交付申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 実績報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 研究者名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 文部科学省・日本学術振興会からの通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 科学研究費 科学研究費補助金 研究成果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月30日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 会議 学内会議等 分析センター管理委員会議事要録 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2018年3月31日
研究協力課 会議 学内会議等 総合情報処理センター管理委員会議事要録 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2018年3月31日
研究協力課 会議 学内会議等 地域共同研究センター管理委員会議事要録 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2018年3月31日
研究協力課 会議等 学外会議等 国立大学等研究協力部課長会議・会議資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 会議等 学内会議等 発明委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 会議等 学内会議等 発明委員会における審査に関するもの（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 会議等 学内会議等 組換えＤＮＡ実験安全委員会・議事要録（会議資料含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 学術研究助成 学術研究助成 採択結果通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 学術研究助成 学術研究助成 募集通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 学術研究助成 学術研究助成 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 共同研究 民間等との共同研究 受入決定（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 共同研究 民間等との共同研究 経費決定（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 共同研究 民間等との共同研究 共同研究の契約に関する文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年7月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 国際研究集会 文部科学省国際研究集会派遣研究員 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 在外研究員 文部科学省在外研究員 予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 在外研究員 文部科学省在外研究員 日程変更（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 在外研究員 文部科学省在外研究員 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 予算要求（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 産学連携等研究費 産学連携等研究費 文部科学省からの予算示達通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 私学研修員等 私学研修員等 受入許可（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 受託研究 受託研究 受入実績報告関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 受託研究 受託研究 受託研究の契約に関する文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年7月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 受託研究 受託研究 受託研究申込書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 受託研究員 受託研究員 受入許可（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 受託研究員 受託研究員 受託研究員受け入れ報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
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研究協力課 受託研究員 受託研究員 受託研究員申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金申込書・承諾書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金受入申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金申込一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金受入通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金受入決定通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 奨学寄附金 奨学寄附金 奨学寄附金移替申請書・承認書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 組換えＤＮＡ 組換えＤＮＡ 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 調査 調査・報告 学術研究活動に関する調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 調査 調査・報告 研究プロジェクト経費実績報告書 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 調査 調査・報告 科学技術研究調査 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 調査 調査・報告 国際規制物質関係 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 特許 特許出願等 特許出願依頼書及び関係書類 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2038年3月31日
研究協力課 内地研究員 文部科学省内地研究員 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 外国人研究者招へい（長期・短期） 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 外国人研究者招へい（長期・短期） 日本学術振興会からの選考結果通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 外国人特別研究員 日本学術振興会各種事業の募集通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 外国人特別研究員 日本学術振興会からの選考結果通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 外国人特別研究員 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 研究者派遣（特定国派遣研究者等） 日本学術振興会からの選考結果通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 研究者派遣（特定国派遣研究者等） 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 特別研究員 日本学術振興会特別研究員の募集通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 特別研究員 日本学術振興会からの選考結果通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 日本学術振興会 特別研究員 申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課研究協力係 廃棄 2011年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 高度技術研修実施要求書 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 その他の要求書 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 概算要求書 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 予算配分通知 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 教育改善推進費要求書 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
研究協力課 予算 予算要求等 諸謝金の要求 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総務部研究協力課共同利用係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 CD-ROM関係 CD-ROM利用関係 CD-ROM検索システム利用申込書（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 CD-ROM関係 CD-ROM利用関係 CD-ROM検索システム利用申込書（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 CD-ROM関係 CD-ROM利用関係 CD-ROM検索システム利用申込書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 CD-ROM関係 CD-ROM利用関係 CD-ROM検索システム利用申込書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 IDカード紛失届（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書紛失損傷届（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望申込書（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望受付 ・管理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 IDカード紛失届（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書紛失損傷届（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望申込書（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望受付 ・管理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 IDカード紛失届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望受付 ・管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サ－ビス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望申込書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サ－ビス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書紛失損傷届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書紛失損傷届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望申込書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書購入希望受付 ・管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 IDカード紛失届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 雑誌等一時利用願 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 卒業・修了まで 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 雑誌等一時貸出票 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 返却時まで 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 閲覧関係 閲覧関係 図書特別利用願 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 卒業・修了まで 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考質問票（参考質問と回答の記録）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考調査依頼書（受信館からの回答が記されたもの）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考質問票（参考質問と回答の記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考調査依頼書（受信館からの回答が記されたもの）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考質問票（参考質問と回答の記録）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 参考調査関係 参考調査関係 参考質問票（参考質問と回答の記録）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 時間外開館関係 時間外開館関係 業務日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 時間外開館関係 時間外開館関係 業務日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 時間外開館関係 時間外開館関係 業務日誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 時間外開館関係 時間外開館関係 業務日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 相互利用関係 相互利用関係 他大学、機関図書館資料利用願（学生用）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 相互利用関係 相互利用関係 他大学、機関図書館資料利用願（学生用）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 相互利用関係 相互利用関係 他大学、機関図書館資料利用願（学生用）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 相互利用関係 相互利用関係 他大学、機関図書館資料利用願（学生用）（平成１4年度） 文部科学賞埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 相互利用関係 相互利用関係 他大学、機関図書館資料利用願（職員用）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 備付図書関係 備付図書関係 備付図書返却願及び内訳書（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 備付図書関係 備付図書関係 備付図書返却願及び内訳書（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 備付図書関係 備付図書関係 備付図書返却願及び内訳書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サ－ビス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 備付図書関係 備付図書関係 備付図書返却願及び内訳書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 物品関係 物品関係 図書受領簿（物品使用簿を兼ねる）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 物品関係 物品関係 図書受領簿（物品使用簿を兼ねる）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 物品関係 物品関係 図書受領簿（物品使用簿を兼ねる）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サ－ビス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 物品関係 物品関係 図書受領簿（物品使用簿を兼ねる）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 閲覧事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 物品関係 物品関係 物品供用簿（図書）（昭和４７年度～昭和３１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1956年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 物品関係 物品関係 物品供用簿（図書）（平成２年度～昭和４８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1973年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 物品関係 物品関係 物品供用簿（図書）（平成１３～３年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1991年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（利用者からの申込書）（平成１１年度）（PB、PR、国会、その他、BL） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 現物貸借申込書（利用者からの申込書）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（他館への文献複写の依頼書）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 図書貸出のお願い（他館への現物貸借の依頼書）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（利用者からの申込書）（平成１２年度）（PB、PR、国会、その他、BL） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 現物貸借申込書（利用者からの申込書）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（他館への文献複写の依頼書）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 図書貸出のお願い（他館への現物貸借の依頼書）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 NACSIS-ILL経由での他館への文献複写と現物貸借の依頼情報（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 NACSIS-ILL経由での他館への文献複写と現物貸借の依頼情報（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 現物貸借申込書（利用者からの申込書）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 図書貸出のお願い（他館への現物貸借の依頼書）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 全頁複写許可願関係書類（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（他館への文献複写の依頼書）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（利用者からの申込書）（平成１3年度）（PB、PR、国会、その他、BL） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 図書貸出のお願い（他館への現物貸借の依頼書）（平成９年度） 文部科学賞埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 NACSIS-ILL経由での他館への文献複写と現物貸借の依頼情報（平成１２年度） 文部科学賞埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 全頁複写許可願関係書類（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（他館への文献複写の依頼書）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 現物貸借申込書（利用者からの申込書）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 文献複写関係 文献複写・相互貸借関係 文献複写申込書（利用者からの申込書）（平成１4年度）（PB、PR、国会、その他、BL） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 参考事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課情報サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 臨時閉館通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 開館日程表及び関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2010年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 臨時閉館通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 開館日程表及び関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2011年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 臨時閉館通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サ－ビス課資料サ－ビス係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2012年3月31日
情報サービス課 利用者通知・掲示 利用者通知・掲示 臨時閉館通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報サービス課資料サービス係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2015年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2015年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2017年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2017年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2018年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2018年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 学外会議（国立大学図書館協議会（地区を含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2019年3月31日
情報管理課 会議関係 学外会議 国立大学図書館協議会（地区を含む）総会資料等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2019年3月31日
情報管理課 会議関係 打合せ 日立定例会（平成１３～９年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
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情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館自己評価等実施委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館自己評価等実施委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館自己評価等実施委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会専門委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１1年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2015年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館自己評価等実施委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2015年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会専門委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館自己評価等実施委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2017年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2018年3月31日
情報管理課 会議関係 附属図書館委員会等 附属図書館委員会(開催通知、議事要旨、配付資料等)（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2019年3月31日
情報管理課 会議等 学内会議 図書館資料選定委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議等 学内会議 電子ジャーナル検討委員会 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 会議等 学内会議 電子ジャーナル検討委員会 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議等 学内会議 図書館資料選定委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 会議等 学内会議 図書館資料選定委員会（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2014年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2015年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2016年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2017年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2018年3月31日
情報管理課 寄贈関係 寄贈関係 図書寄贈申込書及び受入伺（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2018年3月31日
情報管理課 規程関係 学内規程関係 学内規程通知関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2036年3月31日
情報管理課 規程関係 規程関係 図書館内規等関係（平成１２年度～昭和４６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2036年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書の控（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書の控（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書の控（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書の控（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為書、支出決議書の控（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 契約関係 契約関係 支出負担行為記録簿（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 領収書及び原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 債権発生等通知書（文献複写）(写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 領収書及び原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 債権発生等通知書（文献複写）(写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 領収書及び原符（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 債権発生等通知書（文献複写）(写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 領収書及び原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 経理関係 経理関係 領収書及び原符（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 公印関係 公印関係 公印作成・改刻・廃止承認申請（平成９年度、昭和４６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2033年3月31日
情報管理課 広報関係 広報関係 附属図書館報「むさしの」　（保存版）（平成１２～３年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 広報関係 広報関係 附属図書館概要（保存版）（平成１２～３年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2016年3月31日
情報管理課 広報関係 地域と大学の情報交流プラザ 地域と大学の情報交流プラザの運営について（平成１２～１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課専門員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課専門員 2015年3月31日
情報管理課 広報関係 地域と大学の情報交流プラザ 地域と大学の情報交流プラザ関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課専門員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課専門員 2016年3月31日
情報管理課 講習会・研修会 講習会・研修会 講習会・研修会（各種講習会・研修会）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 講習会・研修会 講習会・研修会 講習会・研修会（各種講習会・研修会）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 講習会・研修会 講習会・研修会 講習会・研修会（各種講習会・研修会）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 講習会・研修会 講習会・研修会 講習会・研修会（各種講習会・研修会）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 講習会・研修会 講習会・研修会 講習会・研修会（各種講習会・研修会）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１１年度）（校費） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１１年度）（旅費） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１２年度）（校費） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１２年度）（旅費） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１３年度）（旅費） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１４年度）（校費） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 支出関係 支出関係 支出負担行為書・支出決議書（控）（平成１４年度）（旅費） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 集計関係 集計関係 月別学部別図書支出集計報告（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 照会文書等関係 照会文書等関係 他大学からの照会及び回答（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 外国新刊図書購入価格調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 高額図書推薦調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用図書推薦調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用参考書推薦調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 大型コレクション希望調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 外国新刊図書購入価格調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 高額図書推薦調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用図書推薦調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用参考書推薦調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 大型コレクション希望調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 外国新刊図書購入価格調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 大型コレクション希望調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 高額図書推薦調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用参考書推薦調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用図書推薦調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 外国新刊図書購入価格調査（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 大型コレクション希望調査（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 高額図書推薦調査（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用参考書推薦調査（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用図書推薦調査（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 外国新刊図書購入価格調査（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 高額図書推薦調査（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用参考書推薦調査（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 調査関係 調査関係 学生用図書推薦調査（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 服務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
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情報管理課 服務関係 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 出張報告書（平成１２～８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等確認簿（別記様式第１（第４項関係））（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等交通費支給調書（別記様式第３（第７項関係））（写）（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等交通費請求書（別記様式第２（第６項関係））（写）（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等確認簿（別記様式第１（第４項関係））（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等交通費請求書（別記様式第２（第６項関係））（写）（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 事務連絡等交通費支給調書（別記様式第３（第７項関係））（写）（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 出張報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 服務関係 出張関係 出張報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品請求及び命令書・管理出納簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品管理通知書・供用簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 修繕伝票（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 修理伝票（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品購入等請求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品管理通知書・供用簿（乙）（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品請求及び命令書・管理出納簿（乙）（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 修理伝票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 修繕伝票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品管理関係 物品購入等請求書（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品(図書)管理換協議書及び管理換物品引渡通知書、管理換物品受領書（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 雑誌受領簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品(図書)管理換協議書及び管理換物品引渡通知書、管理換物品受領書（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 雑誌受領簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品(図書)管理換協議書及び管理換物品引渡通知書、管理換物品受領書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 雑誌受領簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 雑誌受領簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書・物品管理簿（乙）（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品(図書)管理換協議書及び管理換物品引渡通知書、管理換物品受領書（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 雑誌受領簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 図書請求及命令書 ・物品管理簿（乙）（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品(図書)管理換協議書及び管理換物品引渡通知書、管理換物品受領書（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2013年3月31日
情報管理課 物品関係 物品関係 物品管理簿(図書)（平成１２年度以前） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係
情報管理課 物品関係 物品関係 図書原簿(電磁的記録を含む) 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 企画広報室（平成１３年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 主計課（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 経理課（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 総務課（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（職員、能力開発）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（任用、給与）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 国際交流課（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 学生部（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 施設課（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 学生部（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 企画広報室（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 経理課（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 国際交流課（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 施設課（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 主計課（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（職員、能力開発）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（任用、給与）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 総務課（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 企画広報室（平成１５年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 学生部（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 施設課（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 経理課（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 国際交流課（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 主計課（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（任用、給与）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 人事課（職員、能力開発）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 学内往復・通知等文書 総務課（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 文書関係 文書接受等 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 文書関係 文書接受等 文書処理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 文書関係 文書接受等 文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日

情報管理課 文書関係 文部省関係
文部省関係（平成１１年度）大学図書館実態調査、組織機構調査、図書館調査（日本図書館協会）、往復
文書、通知等文書

文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日

情報管理課 文書関係 文部省関係
文部省関係（平成１２年度）大学図書館実態調査、組織機構調査、図書館調査（日本図書館協会）、往復
文書、通知等文書

文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日

情報管理課 文書関係 文部省関係
文部省関係（平成１３年度）大学図書館実態調査、組織機構調査、図書館調査（日本図書館協会）、往復
文書、通知等文書

文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日

情報管理課 文書関係 文部省関係
文部省関係（平成１４年度）大学図書館実態調査、組織機構調査、図書館調査（日本図書館協会）、往復
文書、通知等文書

文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日

情報管理課 文書関係 文部省関係
文部省関係（平成１５年度）大学図書館実態調査、組織機構調査、図書館調査（日本図書館協会）、往復
文書、通知等文書

文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日

情報管理課 目録関係 目録関係 図書目録データ（電磁的記録）(平成１２年度以前) 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 永年 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係
情報管理課 目録関係 目録関係 雑誌目録データ（電磁的記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 永年 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成６年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 予算関係（平成１１年度） (歳出概算要求書及び同附属説明資料等及び各種予算要求書) 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成７年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 予算関係（平成１２年度） (歳出概算要求書及び同附属説明資料等及び各種予算要求書) 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成８年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 予算関係（平成１３年度） (歳出概算要求書及び同附属説明資料等及び各種予算要求書) 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成９年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 予算関係（平成１４年度） (歳出概算要求書及び同附属説明資料等及び各種予算要求書) 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2014年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１０年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2014年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 予算関係（平成１５年度） (歳出概算要求書及び同附属説明資料等及び各種予算要求書) 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課総務係 2014年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2015年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2015年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2016年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2016年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2017年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2017年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2018年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１４年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2018年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 雑誌会計管理データ（電磁的記録）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 10年 2013年3月31日 FDD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2018年3月31日
情報管理課 予算関係 予算関係 図書会計管理データ（電磁的記録）（平成１5年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 FD 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課図書情報係 2018年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 前金払い契約伺（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 見積合わせ実施伺及び結果表（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 前金払い契約伺（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 見積合わせ実施伺及び結果表（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 見積合わせ実施伺及び結果表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 前金払い契約伺（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 見積合わせ実施伺及び結果表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 前金払い契約伺（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 前金払い契約伺（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 洋雑誌購入関係 洋雑誌購入関係 見積合わせ実施伺及び結果表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 和雑誌購入関係 和雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2010年3月31日
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情報管理課 和雑誌購入関係 和雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2011年3月31日
情報管理課 和雑誌購入関係 和雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2012年3月31日
情報管理課 和雑誌購入関係 和雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
情報管理課 和雑誌購入関係 和雑誌購入関係 購入予約調査関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学附属図書館情報管理課雑誌情報係 廃棄 2013年3月31日
主計課 その他 その他 旅費予算関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他 その他 チケット利用確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他 その他 会議費実施伺 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他 代行運転関係 公用車運転者登録名簿 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査実施通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 行政財産等監査現況調査表及び関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査結果通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査実施通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 行政財産等監査現況調査表及び関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査結果通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産実地監査関係 実地監査結果通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 その他国有財産関係定期報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産管理上の諸通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産見込現在額報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産無償貸付状況報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 庁舎等使用現況及び見込報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産無償貸付状況報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 その他国有財産関係定期報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産管理上の諸通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産見込現在額報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 庁舎等使用現況及び見込報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産無償貸付状況報告書（平成１5年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 その他国有財産関係定期報告書（平成１5年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産管理上の諸通知（平成１5年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産見込現在額報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額計算書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 国有財産増減及び現在額報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有財産増減現在額計算書、報告書関係 庁舎等使用現況及び見込報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 土地評価依頼書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金資産明細表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金算定調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 土地評価依頼書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金資産明細表（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金算定調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金総括台帳（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 固定資産異動通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 固定資産異動通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金資産明細表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 国有資産所在市町村交付金総括台帳（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 土地評価依頼書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 固定資産異動通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 土地評価依頼書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 固定資産異動通知書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2013年3月31日
主計課 その他の国有財産関係 国有資産所在市町村交付金関係 土地評価依頼書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2013年3月31日
主計課 会議 学外会議 関東甲信越地区国立学校等会計部課長会議書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 会議 学外会議 国立大学等経理部課長会議書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 会議 学内会議 評議会書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 会議 学内会議 事務連絡協議会書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 会議 学内会議 部局長会議書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 海外渡航関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 住宅事情調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 年次休暇取得状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務局 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 諸手当支給状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 国家公務員給与等実態調査（人事院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務局 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 学校基本調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 海外渡航関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 その他 海外渡航関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約実績額中間取りまとめ報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係
「中小企業者に関する国等の契約の方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る
措置状況（平成１１年度）

文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約見込額及び官公需契約実績額等取りまとめ表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 中小企業官公需発注計画に関する発注情報のご提供方お願い（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約実績額中間取りまとめ報告（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係
「中小企業者に関する国等の契約の方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る
措置状況（平成１２年度）

文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約見込額及び官公需契約実績額等取りまとめ表（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約実績額中間取りまとめ報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係
「中小企業者に関する国等の契約の方針」に定める中小企業者の受注機会の増大のための措置に係る
措置状況（平成１３年度）

文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約見込額及び官公需契約実績額等取りまとめ表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約見込額及び官公需契約実績額等取りまとめ表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約実績額中間取りまとめ報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約見込額及び官公需契約実績額等取りまとめ表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 官公需関係 官公需契約実績額中間取りまとめ報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 環境物品等の調達関係
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等に基づく調達実績の概要の報告について（平成１
４年度）

文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 環境物品等の調達関係
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律等に基づく調達実績の概要の報告について（平成１
５年度）

文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 競争参加資格審査関係 資格審査申請関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 スーパーコンピュータの調達に関する実態調査の報告書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課専門員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達の自主的措置に係る自主的レビュー結果報告の資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に係るアクション・プログラムのフォローアップに係る報告書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 コンピューター製品及びサービス等の調達に関する実態調査の報告書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 特定調達契約等に関する統計調査の報告書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 特定調達契約に係る一般（指名）競争及び随意契約に関する記録表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に関する事務の取扱い、改正等の通知書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 スーパーコンピュータの調達に関する実態調査の報告書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達の自主的措置に係る自主的レビュー結果報告の資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に係るアクション・プログラムのフォローアップに係る報告書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 コンピューター製品及びサービス等の調達に関する実態調査の報告書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 特定調達契約等に関する統計調査の報告書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 特定調達契約に係る一般（指名）競争及び随意契約に関する記録表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に関する事務の取扱い、改正等の通知書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達の自主的措置に係る自主的レビュー結果報告の資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に係るアクション・プログラムのフォローアップに係る報告書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 コンピューター製品及びサービス等の調達に関する実態調査の報告書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 特定調達契約等に関する統計調査の報告書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 政府調達関係 政府調達に関する事務の取扱い、改正等の通知書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課専門員 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金所要額算定資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金交付関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金所要額算定資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金交付関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金交付関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金交付関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金交付関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センターの災害共済給付契約に係る児童生徒等加入者数の報告書類（平成１３年 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センターの災害共済給付契約に係る児童生徒等加入者数の報告書類（平成１４年 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センターの災害共済給付契約に係る児童生徒等加入者数の報告書類（平成１５年 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 各種の申請・報告等 亡失・損傷関係 物品の亡失、損傷等の報告書 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日

主計課 各種の申請・報告等 率先実行関係
「国の事業者・消費者としての環境保全に向けた取組の率先実行のための行動計画について」の実施状
況調査（平成１３年度）

文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日

主計課 環境整備関係 環境整備関係 樹木台帳 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査関係 検査調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査関係 実地検査受検報告（文部省への報告）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査関係 会計検査院照復事項書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
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主計課 検査・監査 会計検査院会計実地検査関係 会計検査院からの会計関係調査資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査結果（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査結果（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査結果（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査結果（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 出納官吏の帳簿金庫検査関係 検査結果（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 実施細目（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査結果（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 実施細目（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査結果（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 実施細目（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査結果（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 実施細目（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査結果（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 実施細目（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 内部監査関係 監査結果（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 検査通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 実施細目（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 監査結果（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2010年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 検査通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 実施細目（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 監査結果（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 監査結果（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 実施細目（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 検査通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2012年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 検査通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 監査結果（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 実施細目（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2013年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 検査通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 監査結果（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 物品検査関係 実施細目（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 文部科学省会計実地監査関係 文部省照復事項書類 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 文部科学省会計実地監査関係 監査調書 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 2014年3月31日
主計課 検査・監査 文部省会計実地監査関係 監査調書 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 検査・監査 文部省会計実地監査関係 文部省照復事項書類 文部省埼玉大学経理部主計課監査係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課監査係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の移築、改築関係 移築・改築協議書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の移築、改築関係 移築・改築協議結果通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2014年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2014年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2014年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2015年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2015年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2015年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2017年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2017年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2017年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等指定簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守者等報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和４９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用・貸付協議書、承認申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用・貸付協議結果通知書、承認書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 財産令１４条通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 貸付契約書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用許可書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用又は収益にかかる使用料算定調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 物件使用料債権発生通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減（引渡）通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産庁舎等管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用・貸付協議書、承認申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用・貸付協議結果通知書、承認書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 財産令１４条通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 貸付契約書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用許可書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用又は収益にかかる使用料算定調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 物件使用料債権発生通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減（引渡）通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産庁舎等管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産庁舎等管理簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減（引渡）通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用許可書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用又は収益にかかる使用料算定調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 物件使用料債権発生通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2012年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減（引渡）通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用許可書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用又は収益にかかる使用料算定調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 物件使用料債権発生通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減（引渡）通知書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 物件使用料債権発生通知書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用許可書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 使用又は収益にかかる使用料算定調書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2013年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５３年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2014年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５４年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2015年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2017年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2018年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2019年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和５９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2020年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和６０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2021年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和６１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2022年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和６２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2023年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（昭和６３年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2024年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2025年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2026年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成３年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2027年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成４年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2028年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2029年3月31日
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主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2030年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2031年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2032年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2033年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2034年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2035年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 処分等依頼通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 減額売却・譲与承認申請書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 減額売却・譲与承認書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 減額売却・譲与不同意申出書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 不動産等売却債権発生通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 登記簿謄本 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 登記申請関係書類 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有特許出願依頼書及び関係書類 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 特許権設定登録通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産台帳 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産台帳附属図面 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産増減整理簿 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産評価調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2037年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の取得関係 取得（購入、寄附、新築等）協議書、承認申請書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の取得関係 取得協議結果通知書、承認書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の所管換、種別替、所属替関係 所管換・種別替・所属替協議書、承認申請書・所管換・種別替・所属替協議結果通知書、承認書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の用途変更・用途廃止関係 用途変更協議書、承認申請書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産の用途変更・用途廃止関係 用途変更協議結果通知書、承認書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 国有財産関係 国有財産事務の委任・補助執行関係 委任者名、補助執行者名及び所属財産の区分 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 公務員宿舎使用料債権・損害賠償金債権発生通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減承認書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 公務員宿舎使用料債権・損害賠償金債権発生通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減承認書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 公務員宿舎使用料債権・損害賠償金債権発生通知書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減承認書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎貸与・宿舎明渡猶予・宿舎損害賠償金軽減申請書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 宿舎設置要求書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 廃止同意申請書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 廃止同意書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 廃止協議書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎設置、廃止関係 廃止協議結果通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎台帳関係 宿舎現況記録 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2036年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 その他宿舎関係定期報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 住宅事情調査書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎管理上の諸通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎状況報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2010年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 その他宿舎関係定期報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 住宅事情調査書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎管理上の諸通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎状況報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 その他宿舎関係定期報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 住宅事情調査書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎管理上の諸通知（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 宿舎関係 宿舎報告書関係 宿舎状況報告書（平成１５年度） 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 廃棄 2011年3月31日
主計課 消防・防災 消防署届け出関係 消防計画書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署届け出関係 防火管理者選任（解任）届出書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署届け出関係 危険物貯蔵所等届出書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署届け出関係 消防用設備点検結果報告書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署届け出関係 消防訓練実施計画・結果報告書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署立入検査関係 立入検査実施通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署立入検査関係 立入検査結果通知書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 消防署立入検査関係 改善計画（結果）書 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 消防・防災 防災関係 防災マニュアル 文部省埼玉大学経理部主計課管財係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課管財係 2016年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（通勤・扶養・住居手当上申書）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（児童手当・特例給付）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 非常勤職員雇用上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 普通昇給発令関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（通勤・扶養・住居手当上申書）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（児童手当・特例給付）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（通勤・扶養・住居手当上申書）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 給与・手当関係 諸手当関係（児童手当・特例給付）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 管理職員特別勤務手当整理簿・管理職員特別勤務実績簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務状況等報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（年次休暇用）（平成１２年） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（病気・特別休暇用）（平成１２年） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 週休日の振替及び半日勤務の割振り変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 代休日指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 管理職員特別勤務手当整理簿・管理職員特別勤務実績簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 管理職員特別勤務手当整理簿・管理職員特別勤務実績簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（年次休暇用）（平成１３年） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 休暇簿（病気・特別休暇用）（平成１３年） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 管理職員特別勤務手当整理簿・管理職員特別勤務実績簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 勤務時間報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 超過勤務等命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 勤務状況 管理職員特別勤務手当整理簿・管理職員特別勤務実績簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 大蔵省会計事務職員研修書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 文部省会計事務特別研修書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 関東甲信越地区国立大学等会計事務研修書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 研修会・講習会等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 大蔵省会計事務職員研修書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 文部省会計事務特別研修書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 関東甲信越地区国立大学等会計事務研修書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 研修会・講習会等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 文部科学省会計事務特別研修書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 関東甲信越地区国立大学等会計事務研修書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 研修会・講習会等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 文部科学省会計事務特別研修書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 関東甲信越地区国立大学等会計事務研修書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 文部科学省会計事務特別研修書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 研修関係 関東甲信越地区国立大学等会計事務研修書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張復命書(平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張依頼書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張復命書(平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 事務連絡等確認簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 事務連絡等確認簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張復命書(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張復命書(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 事務連絡等確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 出張復命書(平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 出張関係 事務連絡等確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員任命決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 特別検査員任命決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
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主計課 人事・勤務 発令関係 予算執行職員命免簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 内部監査員の任命書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 物品検査員の任命書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 出納官吏の帳簿金庫検査員の任命書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員任命決議書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員委嘱状（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 予算執行職員命免簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 内部監査員の任命書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 物品検査員の任命書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 出納官吏の帳簿金庫検査員の任命書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員任命決議書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員委嘱状（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 予算執行職員命免簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 内部監査員の任命書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 物品検査員の任命書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 出納官吏の帳簿金庫検査員の任命書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員任命決議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員委嘱状（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 予算執行職員命免簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 物品検査員の任命書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 内部監査員の任命書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 出納官吏の帳簿金庫検査員の任命書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員任命決議書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 技術審査員委嘱状（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 予算執行職員命免簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 物品検査員の任命書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 内部監査員の任命書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 人事・勤務 発令関係 出納官吏の帳簿金庫検査員の任命書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2015年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2015年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部省通達・通知書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2016年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2016年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部科学省通達・通知書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2017年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2017年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2018年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部科学省通達・通知書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2018年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 学内取扱い基準（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2019年3月31日
主計課 法令等 会計関係通知・通達・取扱基準等 文部科学省通達・通知書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2019年3月31日
主計課 法令等 学内会計規定関係 学内会計関係規定の制定、改廃手続き書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2010年3月31日
主計課 法令等 学内会計規定関係 学内会計関係規定の制定、改廃手続き書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2011年3月31日
主計課 法令等 学内会計規定関係 学内会計関係規定の制定、改廃手続き書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2012年3月31日
主計課 法令等 学内会計規定関係 学内会計関係規定の制定、改廃手続き書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 廃棄 2013年3月31日
主計課 法令等 学内会計規定関係 学内会計関係規定の制定、改廃手続き書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課総務係 2014年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 １０月調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 ２月調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 その他の随時報告等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 各部局からの回答報告関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 基準概算関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 採択された要求事項の実績報告等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 職員基本給等所要額（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 ２月調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 その他の随時報告等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 １０月調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 各部局からの回答報告関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 基準概算関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 採択された要求事項の実績報告等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 職員基本給等所要額（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 ２月調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 その他の随時報告等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 １０月調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 各部局からの回答報告関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 採択された要求事項の実績報告等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 その他各種報告等関係 職員基本給等所要額（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成７年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1994年4月2日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度文部科学省からの照会文書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度各部局からの要求資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成８年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成９年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１０年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１１年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１２年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2015年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度歳入見積書 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度その他概算要求提出資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度内示関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１３年度予算定員関係資料 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2016年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙・CDR 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度歳入見積書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度その他概算要求提出資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度内示関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１４年度予算定員関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2017年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度各部局からの要求資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度文部科学省からの照会文書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度歳出概算要求書及び同附属説明資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙・CDR 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度施設整備及び営繕関係概算要求書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度歳入見積書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
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主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度その他概算要求提出資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度内示関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１５年度予算定員関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2018年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度文部科学省からの照会文書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度各部局からの要求資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度概算要求基礎資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度概算要求特殊要因調 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度収入・支出概算要求書 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度内示関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 概算要求関係 平成１６年度予算定員関係資料 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2019年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 翌年度にわたる債務負担の承認要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担の承認書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越見込額調（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 歳出予算繰越し承認書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越額確定計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 債務負担額計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 国の債務に関する調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 その他の繰越し関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 翌年度にわたる債務負担の承認要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担の承認書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越見込額調（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 歳出予算繰越し承認書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越額確定計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 債務負担額計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 国の債務に関する調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 その他の繰越し関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 その他の繰越し関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越額確定計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越見込額調（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担の承認書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 国の債務に関する調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 債務負担額計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 歳出予算繰越し承認書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 翌年度にわたる債務負担の承認要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 その他の繰越し関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越額確定計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越見込額調（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担の承認書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 国の債務に関する調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 債務負担額計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 歳出予算繰越し承認書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 翌年度にわたる債務負担の承認要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 その他の繰越し関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越額確定計算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越計算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越見込額調（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 繰越明許費の翌年度にわたる債務負担の承認書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 国の債務に関する調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 債務負担額計算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 歳出予算繰越し承認書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 繰越し関係 翌年度にわたる債務負担の承認要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内当初予算配分関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内予算配分通知資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 文部省からの予算配分示達書関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学長裁量経費予算配分資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 その他配分関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 支出負担行為差引簿等関連予算帳簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内当初予算配分関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内予算配分通知資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 文部省からの予算配分示達書関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学長裁量経費予算配分資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 その他配分関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 支出負担行為差引簿等関連予算帳簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内当初予算配分関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 文部科学省からの予算配分示達書関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内予算配分通知資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 その他配分関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学長裁量経費予算配分資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 支出負担行為差引簿等関連予算帳簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内当初予算配分関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 文部科学省からの予算配分示達書関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内予算配分通知資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 その他配分関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学長裁量経費予算配分資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 支出負担行為差引簿等関連予算帳簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内当初予算配分関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 文部科学省からの予算配分示達書関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学内予算配分通知資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 その他配分関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 学長裁量経費予算配分資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算配分関係 支出負担行為差引簿等関連予算帳簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 営繕関係経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 建物新営に伴う設備費等要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 理工系教育高度化設備費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学改革推進等経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 高度化推進特別経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究高度化設備費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学院重点整備設備費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究支援推進経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 リサーチ・アシスタント経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育研究活性化推進経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教員養成学部フレンドシップ事業推進等経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 学生実習特別経費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 人件費等義務的経費予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 赴任旅費予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 奨学交付金予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 賠償償還及払戻金予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 過年度支出承認申請（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 文部省からの各照会文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 各部局からの予算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2010年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 営繕関係経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 建物新営に伴う設備費等要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 理工系教育高度化設備費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学改革推進等経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 高度化推進特別経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究高度化設備費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学院重点整備設備費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究支援推進経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 リサーチ・アシスタント経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育研究活性化推進経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教員養成学部フレンドシップ事業推進等経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 学生実習特別経費要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 人件費等義務的経費予算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 赴任旅費予算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 奨学交付金予算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 賠償償還及払戻金予算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 過年度支出承認申請（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 文部省からの各照会文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 各部局からの予算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部主計課司計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2011年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 建物新営に伴う設備費等要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
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主計課 予算関係 予算要求関係 営繕関係経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 理工系教育高度化設備費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 高度化推進特別経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学改革推進等経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究高度化設備費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究支援推進経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 リサーチ・アシスタント経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 各部局からの予算要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 インターンシップ経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育研究活性化推進経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教員養成学部フレンドシップ事業推進等経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 奨学交付金予算要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 人件費等義務的経費予算要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学院重点整備設備費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 賠償償還及払戻金予算要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 赴任旅費予算要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 文部科学省からの各照会文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2012年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 高度化推進特別経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 建物新営に伴う設備費等要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究高度化設備費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究支援推進経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学改革推進等経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 営繕関係経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 理工系教育高度化設備費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 リサーチ・アシスタント経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 各部局からの予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 インターンシップ経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育研究活性化推進経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教員養成学部フレンドシップ事業推進等経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 奨学交付金予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 人件費等義務的経費予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学院重点整備設備費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 賠償償還及払戻金予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 赴任旅費予算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 文部科学省からの各照会文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 ２１世紀ＣＯＥプログラム申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 地域貢献特別支援事業費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 廃棄 2013年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 高度化推進特別経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 建物新営に伴う設備費等要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究高度化設備費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 研究支援推進経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学改革推進等経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 営繕関係経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 理工系教育高度化設備費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 リサーチ・アシスタント経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 各部局からの予算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 インターンシップ経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教育研究活性化推進経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 教員養成学部フレンドシップ事業推進等経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 奨学交付金予算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 人件費等義務的経費予算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 大学院重点整備設備費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 賠償償還及払戻金予算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 赴任旅費予算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 文部科学省からの各照会文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 ２１世紀ＣＯＥプログラム申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
主計課 予算関係 予算要求関係 地域貢献特別支援事業費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部主計課司計係 2014年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金受入計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金払出計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行小切手及び原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行取引関係通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金受入計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金払出計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行小切手及び原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行取引関係通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行取引関係通知書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行小切手及び原符（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金払出計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金受入計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行取引関係通知書（控）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行小切手及び原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金払出計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 科学研究費補助金関係 科学研究費補助金受入計算書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 計算証明関係 歳入歳出外現金出納計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 計算証明関係 歳入歳出外現金出納計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受入計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（委任経理金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金寄附金別受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 小切手用紙受払簿（委任経理金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 旅費精算請求書（委任経理金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金領収証書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（保管金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 契約保証金納付書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 小切手用紙受払簿（保管金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金受領証書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金払渡請求書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 政府保管有価証券受領証書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 政府保管有価証券払渡請求書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受払報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀取引関係通知書（歳入歳出外現金出納官吏、取扱主任官）（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受入計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（委任経理金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金寄附金別受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 小切手用紙受払簿（委任経理金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 旅費精算請求書（委任経理金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金領収証書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（保管金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 契約保証金納付書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 小切手用紙受払簿（保管金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金受領証書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 保管金払渡請求書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 政府保管有価証券受領証書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 政府保管有価証券払渡請求書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受払報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀取引関係通知書（歳入歳出外現金出納官吏、取扱主任官）（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（委任経理金）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受入計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
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経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金寄附金別受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入報告書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 旅費精算請求書（委任経理金）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 源泉徴収票関係（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 現金出納簿（委任経理金）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金交付通知書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金受入計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 委任経理金寄附金別受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入報告書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 源泉徴収票関係（控）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 旅費精算請求書（委任経理金）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2014年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2014年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2015年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2015年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 銀行小切手及び原符（委任経理金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2016年3月31日
経理課 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 日銀小切手及び原符（保管金）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2016年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 扶養控除等（異動）申告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 支出負担行為書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月30日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 勤務時間報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月30日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 職員別給与簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年12月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年12月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年12月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 扶養控除等（異動）申告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 支出負担行為書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月30日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 勤務時間報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月30日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 職員別給与簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年12月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年12月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年12月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 扶養控除等（異動）申告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 支出負担行為書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月30日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 勤務時間報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月30日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 職員別給与簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年12月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年12月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 住宅取得等特別控除申告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年12月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 扶養控除等（異動）申告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 支出負担行為書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 基準給与簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月30日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 給与関係 勤務時間報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月30日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 計算証明関係 前渡資金出納計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 計算証明関係 前渡資金出納計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 計算証明関係 前渡資金出納計算書（控）（平成１３度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 計算証明関係 前渡資金出納計算書（控）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 訂正請求書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 現金出納簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 前渡資金科目整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国家公務員有料宿舎金額表（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 支払決議書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月30日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 訂正請求書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 現金出納簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 前渡資金科目整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国家公務員有料宿舎金額表（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 支払決議書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月30日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 訂正請求書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国家公務員有料宿舎金額表（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 前渡資金科目整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 現金出納簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 給与債権差押関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 支払決議書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月30日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 訂正請求書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国家公務員有料宿舎金額表（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 前渡資金科目整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 現金出納簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 給与債権差押関係（平成14年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 支払決議書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月30日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2014年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2015年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2016年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2017年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 日銀小切手・国庫金振替書原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2018年3月31日
経理課 給与関係 支払関係 給与の口座振込等申出書 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1975年4月1日 退職の5年後 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係
経理課 給与関係 社会保険関係 労働保険概算・確定保険料申告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年5月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 社会保険関係 労働保険概算・確定保険料申告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年5月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 社会保険関係 労働保険概算・確定保険料申告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年5月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 社会保険関係 労働保険概算・確定保険料申告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年5月31日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年6月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 市民税・県民税特別徴収税額の通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年6月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年6月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 市民税・県民税特別徴収税額の通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年6月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 市民税・県民税特別徴収税額の通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 市民税・県民税特別徴収税額の通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年6月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 住民税関係 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年6月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 給与所得の源泉徴収票（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年1月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 法定調書（給与関係）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年1月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2010年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 給与所得の源泉徴収票（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年1月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 法定調書（給与関係）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年1月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2011年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 給与所得の源泉徴収票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年1月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 法定調書（給与関係）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年1月31日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2012年3月31日
経理課 給与関係 所得税関係 租税条約に関する届出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課給与係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 計算証明関係 支出計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 計算証明関係 支出計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 計算証明関係 支出計算書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 計算証明関係 支出計算書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成６年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金請求書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 訂正請求書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費精算請求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
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経理課 歳出関係 帳票関係 前金払精算報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 概算払・概算払整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費の口座振込等申出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 債主登録届（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高差引簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高転換書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出済額報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算見込額調書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算（見込）純計額調書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に係る実績額等調（一般会計）（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に関する調査（特別会計）（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国立学校特別会計支出見込額調書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成７年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金請求書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 訂正請求書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費精算請求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 前金払精算報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 概算払・概算払整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費の口座振込等申出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 債主登録届（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高差引簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高転換書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払計画表（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出電算処理関係帳票（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 1年* 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出済額報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算見込額調書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算（見込）純計額調書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に係る実績額等調（一般会計）（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に関する調査（特別会計）（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国立学校特別会計支出見込額調書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成８年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算（見込）純計額調書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費の口座振込等申出書（平成１３度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出済額報告書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金請求書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に関する調査（特別会計）（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 前金払精算報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費精算請求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 債主登録届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 前金払・概算払整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高転換書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払計画表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高差引簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に係る実績額等調（一般会計）（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 訂正請求書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成９年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 歳出決算（見込）純計額調書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費の口座振込等申出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出済額報告書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金請求書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に関する調査（特別会計）（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 国庫金振込請求書及び振込明細票（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 前金払精算報告書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 旅費精算請求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 小切手・国庫金振替書用紙受払簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 債主登録届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀取引関係通知書（控）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高転換書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払計画表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支払元受高差引簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 支出簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 外国送金に係る実績額等調（一般会計）（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 訂正請求書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 前金払・概算払整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成１０年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2014年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2015年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2016年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2017年3月31日
経理課 歳出関係 帳票関係 日銀小切手・国庫金振替書及び原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2018年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 債権管理計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 歳入徴収額計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 収入金現金出納計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 債権管理計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 歳入徴収額計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 収入金現金出納計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 歳入徴収額計算書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 計算証明関係 歳入徴収額計算書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権現在額通知書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 授業料債権管理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 寄宿料債権管理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 入学料債権管理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権現在額通知書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 授業料債権管理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 寄宿料債権管理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 入学料債権管理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 寄宿料債権管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 入学料債権管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 授業料債権管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課専門職員 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 寄宿料債権管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生等通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 債権発生通知書（兼債権管理簿）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 入学料債権管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 債権関係 授業料債権管理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収済額報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込額調書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算純計額調書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込純計額調書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納未済歳入額及びこれに対するその後の収納状況報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収猶予許可通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入調定関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納入告知書発行関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納付書発行関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 過誤納額整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 過誤納額整理簿関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（収入官吏）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
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経理課 歳入関係 収入関係 領収書及び原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金収入計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収入金払込書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納済歳入額集計表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入目標額通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 督促関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 授業料代行納付依頼書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 代行納付電算処理関係帳票類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国際交流会館使用料徴収台帳（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 日銀取引関係通知書(歳入徴収官・収入官吏)(控)（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入見込額調書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2010年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収済額報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込額調書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算純計額調書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込純計額調書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納未済歳入額及びこれに対するその後の収納状況報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収猶予許可通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入調定関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納入告知書発行関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納付書発行関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 過誤納額整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 過誤納額整理簿関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（収入官吏）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書及び原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金収入計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収入金払込書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納済歳入額集計表（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入目標額通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 督促関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 授業料代行納付依頼書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 代行納付電算処理関係帳票類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国際交流会館使用料徴収台帳（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 日銀取引関係通知書(歳入徴収官・収入官吏)(控)（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部経理課出納係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入見込額調書（控）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2011年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収済額報告書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納付書発行関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 代行納付電算処理関係帳票類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 授業料代行納付依頼書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国際交流会館使用料徴収台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収入金払込書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収猶予許可通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書及び原符（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入調定関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（収入官吏）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 督促関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入目標額通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金収入計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納済歳入額集計表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納入告知書発行関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込純計額調書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2012年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収済額報告書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納付書発行関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 代行納付電算処理関係帳票類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収納済歳入額集計表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 不納欠損整理簿関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 納入告知書発行関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入決算見込純計額調書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 授業料代行納付依頼書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 収入金払込書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 徴収猶予許可通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 歳入調定関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金出納簿（収入官吏）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 督促関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国立学校特別会計収入目標額通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 現金収入計算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 国際交流会館使用料徴収台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書及び原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
経理課 歳入関係 収入関係 領収書受払簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部経理課出納係 廃棄 2013年3月31日
契約室 その他 その他 電話設備関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 その他 その他 タクシーチケット受払簿（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 その他 その他 電話設備関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 その他 その他 タクシーチケット確認簿（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 その他 その他 タクシーチケット確認簿（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 その他 その他 電話設備関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 その他 その他 タクシーチケット確認簿（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 その他 その他 電話設備関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 歳出予算配当関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 予算振替関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 歳出予算配当関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 予算振替関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 予算振替関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 歳出予算配当関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 予算振替関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 その他 部内予算関係 歳出予算配当関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 受入通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 予算差引簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 委任経理金の契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 支出決議書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 予算差引簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 委任経理金の契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 受入通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 支出決議書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 予算差引簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 委任経理金の契約に関する書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 受入通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 委任経理金関係 支出決議書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 配賦通知の決議書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 収支簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 支出決議書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行振込依頼書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 預金通帳（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品寄付申込（受入）書（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行振込依頼書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 預金通帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品寄付申込（受入）書（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
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契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 配賦通知の決議書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 収支簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 支出決議書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 支出決議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 銀行振込依頼書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 預金通帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品請求及び命令書・物品購入等請求票（第四係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 物品寄付申込（受入）書（第四係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 配賦通知の決議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 外部資金関係 科学研究費補助金関係 収支簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 年間契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 単価契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 物品供給契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 製造請負契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 役務契約に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第四係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第四係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 年間契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 単価契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 物品供給契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 役務契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 製造請負契約に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 年間契約に関する書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 単価契約に関する書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 機種選定委員会議事要旨（第四係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 仕様策定委員会議事要旨（第四係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 契約関係 技術審査に関する文書（第四係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第四係 廃棄 2013年3月31日
契約室 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究・共同研究の契約に関する文書（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 消費税関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 消費税関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 消費税関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 支出関係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 仕様策定委員会議事要旨（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 機種選定委員会議事要旨（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 資料提供招請に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 意見招請に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 導入説明書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 技術審査に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 総合評価基準（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2011年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 導入説明書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2012年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 技術審査に関する文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2012年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 仕様策定委員会議事要旨（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2012年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 資料提供招請に関する文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2012年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 入札説明書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2013年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 技術審査に関する文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2013年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 仕様策定委員会議事要旨（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室主任専門職員 廃棄 2013年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 技術審査に関する文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2014年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 仕様策定委員会議事要旨（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2014年3月31日
契約室 政府調達関係 政府調達関係 入札説明書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室専門員 2014年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第一係分）（平成１１年 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第一係分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理計算書及び証拠書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品増減及び現在額通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2010年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第一係分）（平成１２年 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第二係分）（平成１２年 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第三係分）（平成１２年 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品使用簿（第一係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品使用簿（第二係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品使用簿（第三係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品供用簿（第一係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品供用簿（第二係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品供用簿（第三係分） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理簿 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第二係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第三係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理計算書及び証拠書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品増減及び現在額通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第一係分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2011年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
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契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第二係分）（平成１３年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第三係分）（平成１３年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第一係分）（平成１３年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理計算書及び証拠書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品増減及び現在額通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 アルコール使用承認申請関係書類 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第一係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第二係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第三係分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2012年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第一係分）（平成１４年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第一係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理計算書及び証拠書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品増減及び現在額通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第一係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品交換関係書類（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第二係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第二係分）（平成１４年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第二係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品検査書（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品管理換関係書類（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品寄付申込（受入）書（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求票（第三係分）（平成１４年 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
契約室 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（第三係分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経理部契約室契約第三係 廃棄 2013年3月31日
施設課 会議 学外会議 国立大学等施設担当部課長会議（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 会議 学外会議 技術課管内国立学校施設整備事務連絡会議（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 会議 学外会議 関東甲信越地区施設担当職員研修会（Ｅブロック）（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 会議 学外会議 国立大学等施設担当部課長会議（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 会議 学外会議 技術課管内国立学校施設整備事務連絡会議（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 会議 学外会議 関東甲信越地区施設担当職員研修会（Ｅブロック）（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 会議 学外会議 国立大学等施設担当部課長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 会議 学外会議 技術課管内国立学校施設整備事務連絡会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 会議 学外会議 関東甲信越地区施設担当職員研修会（Ｅブロック）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 会議 学外会議 国立大学等施設担当部課長会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 会議 学外会議 技術課管内国立学校施設整備事務連絡会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 会議 学外会議 関東甲信越地区施設担当職員研修会（Ｅブロック）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 会議 学内会議 施設整備委員会（平成３～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 会議 学内会議 排水等処理委員会（平成３～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 会議 学内会議 廃液処理施設委員会（平成３～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 会議 学内会議 施設整備専門委員会（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 会議 学内会議 廃液処理専門委員会（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 会議 学内会議 キャンパス委員会（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 会議 学内会議 施設整備専門委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 会議 学内会議 廃液処理専門委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 会議 学内会議 キャンパス委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 会議 学内会議 施設整備専門委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 機械関係 官庁届出関係 特定施設使用届出書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 計画通知書（昇降機） 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 エレベータ工事完了通知表 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 少量危険物貯蔵取扱所設置届出書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 ボイラー設備届出書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 危険物貯蔵所設置許可書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 官庁届出関係 危険物取扱所設置許可書 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 工事現場関係 工事現場関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 工事現場関係 工事現場関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 工事現場関係 工事現場関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 工事現場関係 工事現場関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書(平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 数量算出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書(平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 数量算出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 数量算出書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 数量算出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 工事積算関係 発注図面 文部省埼玉大学施設課機械係 1969年4月1日 永年 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係
施設課 機械関係 役務関係 水質試験成績書（上水）（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 貯水槽清掃報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 簡易専用水道衛生管理検査結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 地下タンク貯蔵所点検記録表（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラ・圧力容器定期自主検査表（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラー検査結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ばい煙測定結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2010年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 水質試験成績書（上水）（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 貯水槽清掃報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 簡易専用水道衛生管理検査結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 地下タンク貯蔵所点検記録表（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラ・圧力容器定期自主検査表（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラー検査結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ばい煙測定結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課機械係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2011年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 地下タンク貯蔵所点検記録表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 貯水槽清掃報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラ・圧力容器定期自主検査表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 水質試験成績書（上水）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 簡易専用水道衛生管理検査結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ボイラー検査結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 ばい煙測定結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2012年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 水質試験成績書（上水）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 貯水槽清掃報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 機械関係 役務関係 簡易専用水道衛生管理検査結果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課機械係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課機械係 廃棄 2013年3月31日
施設課 研修関係 研修関係 研修会・講習会（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 研修関係 研修関係 研修会・講習会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 アスベスト関連 アスベスト処理工事通知書 文部省埼玉大学施設課工営係 1987年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 アスベスト関連 気中濃度測定報告書 文部省埼玉大学施設課工営係 1987年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 アスベスト関連 吹付アスベスト実態調査 文部省埼玉大学施設課工営係 1988年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 官庁届出関係 計画通知・適合する旨の通知・工事完了届・検査済証 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事現場関係 工事現場管理書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 1999年4月2日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2010年3月31日
施設課 工営関係 工事現場関係 工事現場管理書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 工事現場関係 工事現場管理書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2012年3月31日
施設課 工営関係 工事現場関係 工事現場管理書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2013年3月31日
施設課 工営関係 工事現場関係 しゅん功写真 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係



文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

　　備考
（管理簿からの
　削除時期）

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類 作成（取得）

時期
保存期間

保存期間
満了時の
措置結果

施設課 工営関係 工事現場関係 しゅん功写真 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 数量算出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2010年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2010年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 工事費内訳明細書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2010年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 見積書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2010年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 数量算出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 工事費内訳明細書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 見積書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2011年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 数量算出書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2012年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 工事費内訳明細書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2012年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2012年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 見積書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2012年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 数量算出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2013年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 見積書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2013年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 工事費内訳明細書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2013年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 廃棄 2013年3月31日
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（工学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（課外活動） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（教育学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（理学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（本部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1965年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（経済学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1967年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（教養学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 工事積算関係 発注図面（共通教育） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（工学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（本部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（工学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（本部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（工学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（本部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1963年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（教育学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（理学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教育学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（理学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教育学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（理学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（課外活動） 文部省埼玉大学施設課工営係 1965年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（課外活動） 文部省埼玉大学施設課工営係 1965年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（課外活動） 文部省埼玉大学施設課工営係 1965年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（経済学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1967年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（経済学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1967年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（経済学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1967年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（教養学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造計算書（共通教育） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（教養学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 構造設計概要書（共通教育） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（教養学部） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 地盤調査報告書（共通教育） 文部省埼玉大学施設課工営係 1968年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 耐震診断計算書 文部省埼玉大学施設課工営係 1989年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 構造関係 耐力度調査報告書 文部省埼玉大学施設課工営係 1989年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課工営係
施設課 工営関係 保証書 防水保証書 文部省埼玉大学施設課工営係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2016年3月31日
施設課 工営関係 保証書 防水保証書 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2017年3月31日
施設課 工営関係 保証書 防水保証書 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 施設課 文部科学省埼玉大学施設課工営係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部人事関係調書（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 国立学校施設データ集（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 学校建築年報（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部通知文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部調査・照会関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 国立学校施設データ集（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 学校建築年報（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部人事関係調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部通知文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部調査・照会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 国立学校施設データ集（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 学校建築年報（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部人事関係調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部通知文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 文教施設部調査・照会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 国立学校施設データ集（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 学校建築年報（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 国立学校施設データ集（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 学校建築年報（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 健全度調査経費概算要求書（平成３～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1981年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 健全度調査経費概算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 健全度調査経費概算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 完成建物等概要図書（昭和６０～平成１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1985年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2037年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 完成建物等概要図書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2038年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 完成建物等概要図書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2039年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 その他 健全度調査結果報告書 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成７年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成７年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成８年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成８年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成９年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成９年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１０年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１０年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 防火施設整備費概算要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 概算要求 施設整備費概算要求書（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 排出ガス測定結果（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 ダイオキシン類測定結果報告書（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 排出ガス測定結果（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 ダイオキシン類測定結果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 排出ガス測定結果（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 ダイオキシン類測定結果報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 指定ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 特定施設設置（使用・変更）届出書 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 エネルギー管理指定工場関係 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 官庁届出関係 特別管理産業廃棄物関係 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）（平成１３・１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 建設工事の一般競争参加資格者名簿（平成１３・１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 設計・コンサルティング業務の登録受付名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 建設工事の一般競争参加資格者名簿（平成１５・１６年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（測量・建設コンサルタント等）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（建設工事）（平成１５・１６年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 競争参加資格審査関係 設計・コンサルティング業務の登録受付名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工程表（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 現場代理人及び主任（監理）技術者届（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 下請負人一覧表（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 既済部分価格内訳書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 設計変更に関するもの（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事しゅん功通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 検査調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事目的物引渡申出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
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施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 使用機材発注先一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工程表（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 現場代理人及び主任（監理）技術者届（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 下請負人一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事しゅん功通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 検査調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事目的物引渡申出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事保険証書（写）（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 前払保証証書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事連絡書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 発生材報告書（平成８～１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工程表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 現場代理人及び主任（監理）技術者届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 下請負人一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 使用機材発注先一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事しゅん功通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 検査調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事目的物引渡申出書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事保険証書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 前払保証証書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事連絡書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 発生材報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工程表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 現場代理人及び主任（監理）技術者届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 下請負人一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 使用機材発注先一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 検査調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事目的物引渡申出書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事しゅん功通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事保険証書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 前払保証証書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事連絡書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工程表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 現場代理人及び主任（監理）技術者届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 下請負人一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 使用機材発注先一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 検査調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事目的物引渡申出書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 工事完成通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 契約・支出事務関係 完成図書等 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 検査等 施設実地監査調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 検査等 会計検査院実地検査結果速報（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事・設計監理業務契約速報（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 執行事前協議書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 随意契約協議書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 設計書類の審査表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事指名業者名簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 国立学校施設整備費契約状況表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事経理簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止処置事由発生報告書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止通知書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 請負者施工成績考査表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 競争参加資格審査委員会関係（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 執行事前協議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 随意契約協議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 設計書類の審査表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事指名業者名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止処置事由発生報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 国立学校施設整備費契約状況表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事経理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 競争参加資格審査委員会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 請負者施工成績考査表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事・設計監理業務契約速報（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事指名業者名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止処置事由発生報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 国立学校施設整備費契約状況表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事経理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 指名停止通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 請負者施工成績考査表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 工事契約等関係 工事・設計監理業務契約速報（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 災害復旧 災害報告書（平成３～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 災害復旧 国立学校施設災害復旧費要求書（平成３～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 災害復旧 災害報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 災害復旧 国立学校施設災害復旧費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 災害復旧 災害報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 国立学校施設担当部課事務機構及び職員の現状等調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 国立学校施設担当部課事務機構及び職員の現状等調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 国立学校施設担当部課事務機構及び職員の現状等調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 非木造危険建物協議書（昭和４６～平成１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1971年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2037年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 非木造危険建物協議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2038年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 施設台帳 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 施設実態調査 面積等調査表 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校防火施設整備費工事契約報告書（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費予算執行計画書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 設計監理費過不足額調書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 埋蔵文化財調査費支出実績報告（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 繰越関係（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費予算執行計画書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 設計監理費過不足額調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 埋蔵文化財調査費支出実績報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 繰越関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費予算執行計画書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費決定通知（平成５～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1993年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費決定通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設整備費予算 国立学校施設整備費決定通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 施設長期計画 施設長期計画書（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成５年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1993年4月1日 10年 2004年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案作成要領（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成６年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成７年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成８年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成９年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１０年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 実施計画協議 施設整備事業実施計画案調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算要領（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 複合単価表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 労務単価表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事標準仕様書及び附属資料等（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（工営・平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（機械・平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（電気・平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（共通・平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 標準歩掛表（平成年８～１３度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算要領（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 複合単価表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 労務単価表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事標準仕様書及び附属資料等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（工営・平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（機械・平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
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施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（電気・平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（共通・平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 標準歩掛表（平成年１４度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算要領（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 複合単価表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 労務単価表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事標準仕様書及び附属資料等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（工営・平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（機械・平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（電気・平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 工事積算指針（共通・平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 積算関係 標準歩掛表（平成年１５度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計等に関する調査表（平成１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計・監理業務委託報告書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計・監理業務委託考査票（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 建設コンサルタント選定委員会関係（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計等に関する調査表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計・監理業務委託考査票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 建設コンサルタント選定委員会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 設計・監理業務委託報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 設計委託関係 建設コンサルタント選定委員会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 工事発注概要書（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 工事発注概要書（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 指名業者一覧表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札結果一覧表（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札説明書及び入札心得（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札事情説明書（低入札価格調査の結果）（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 工事発注概要書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 指名業者一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札結果一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札説明書及び入札心得（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札事情説明書（低入札価格調査の結果）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 工事発注概要書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 指名業者一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札結果一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札説明書及び入札心得（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 入札関係 入札事情説明書（低入札価格調査の結果）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 埋蔵文化財 埋蔵文化財発掘通知（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 埋蔵文化財 埋蔵文化財調査協議書（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 埋蔵文化財 埋蔵文化財発掘通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 埋蔵文化財 埋蔵文化財調査協議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 施設整備・公害防止 埋蔵文化財 遺跡発掘調査報告書 文部省埼玉大学施設課企画係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係
施設課 総務事務 その他 関係機関通知文書（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 関係機関調査・照会関係（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省通知文書（文教施設部関係除く）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省調査・照会関係（文教施設部関係除く）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 諸手当支給状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 学内通知文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 住宅事情調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 国家公務員給与等実態調査（人事院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 年次休暇取得状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 学内調査・照会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 その他 関係機関調査・照会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 その他 関係機関通知文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省通知文書（文教施設部関係除く）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省調査・照会関係（文教施設部関係除く）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 その他 関係機関調査・照会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 その他 関係機関通知文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省通知文書（文教施設部関係除く）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 その他 文部科学省調査・照会関係（文教施設部関係除く）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 各種届出 本籍変更・改姓届・履歴事項追記願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 共通経費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 営繕関係費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 基準概算関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 旅費所要見込額調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 超過勤務手当実績額調書（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 予算振替依頼書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月4日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 歳出予算の配分額について（示達通知）（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 部局予算差引簿（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 営繕関係費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 基準概算関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 共通経費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 旅費所要見込額調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 予算振替依頼書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 歳出予算の配分額について（示達通知）（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 部局予算差引簿（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 営繕関係費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 基準概算関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 共通経費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 旅費所要見込額調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 予算振替依頼書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 部局予算差引簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 歳出予算の配分額について（示達通知）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 部局予算差引簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 学内予算 歳出予算の配分額について（示達通知）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 官公需関係 官公需関係（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 官公需関係 官公需関係（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 官公需関係 官公需関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 官公需関係 官公需関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１１～１３年） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）(平成１０～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1998年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 週休の振替及び平日勤務時間の割振り変更簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 週休の振替及び平日勤務時間の割振り変更簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）(平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 週休の振替及び平日勤務時間の割振り変更簿（平成１６年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１６年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１６年） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2015年3月31日
施設課 総務事務 採用関係 非常勤職員雇用上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 支出関係 タクシーチケット利用確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
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施設課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 出張依頼書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１２年度～１３） 文部省埼玉大学施設課企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2014年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 通勤手当上申書（平成1３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 扶養手当上申書（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 住居手当上申書（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 児童手当・特例給付（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 通勤手当上申書（平成1４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 扶養手当上申書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 住居手当上申書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 児童手当・特例給付（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 通勤手当上申書（平成1５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 扶養手当上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 住居手当上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 諸手当関係 児童手当・特例給付（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 昇給関係 普通昇給発令関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿（平成８～１３年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1996年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 電力需要調査票（上・下期）（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課印刷室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 使用電力量協定書（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 停電作業連絡票（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 2年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 電気事故報告書（平成8～12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 電力需要調査票（上・下期）（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課印刷室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 使用電力量協定書（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 電力需要調査票（上・下期）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課印刷室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 使用電力量協定書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 使用電力量協定書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 電力需要調査票（上・下期）（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課印刷室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 官庁届出関係 主任技術者選任・解任届出書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 保安規定変更報告書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 工事計画届出書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 自家用電気工作物廃止報告書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 消防用設備等設置届出書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 有線電気通信設備設置届 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 電気使用申込書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 給電協定書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 官庁届出関係 配電線連系協定書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事現場関係 工事現場管理書類(平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 工事現場関係 工事現場管理書類(平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 工事現場関係 工事現場管理書類(平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 工事現場関係 工事現場管理書類(平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 数量算出書（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 数量算出書（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 数量算出書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 予定価格算出内訳明細書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 数量算出書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 単価算出根拠（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(工学部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1963年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(本部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1963年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(教育学部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(理学部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(課外活動) 文部省埼玉大学施設課電気係 1965年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(経済学部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1967年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(教養学部) 文部省埼玉大学施設課電気係 1968年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 工事積算関係 発注図面(共通教育) 文部省埼玉大学施設課電気係 1968年4月1日 永年 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 設計関係 設計計算書 文部省埼玉大学施設課電気係 1964年4月1日 永年 紙 施設課会議室 文部科学省埼玉大学施設課電気係
施設課 電気関係 役務関係 特別高圧受変電設備定期点検（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 役務関係 高圧変電設備定期点検（平成11年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2010年3月31日
施設課 電気関係 役務関係 特別高圧受変電設備定期点検（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 役務関係 高圧変電設備定期点検（平成12年度） 文部省埼玉大学施設課電気係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2011年3月31日
施設課 電気関係 役務関係 特別高圧受変電設備定期点検（平成13年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 施設課室 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2012年3月31日
施設課 電気関係 役務関係 特別高圧受変電設備定期点検（平成14年度） 文部科学省埼玉大学施設課電気係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 施設課倉庫 文部科学省埼玉大学施設課電気係 廃棄 2013年3月31日
施設課 法令等 学内規定関係 学内規程改正関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2010年3月31日
施設課 法令等 学内規定関係 学内規程改正関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2011年3月31日
施設課 法令等 学内規定関係 学内規程改正関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 廃棄 2012年3月31日
施設課 法令等 法令関係 法令等通知（平成３～１２年度） 文部省埼玉大学施設課企画係 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2016年3月31日
施設課 法令等 法令関係 法令等通知（平成１３～年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2017年3月31日
施設課 法令等 法令関係 法令等通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2018年3月31日
施設課 法令等 法令関係 法令等通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学施設課企画係 2019年3月31日
学生課 その他 インターンシップ関係 埼玉県と埼玉大学とのインターンシップに関する協定書 埼玉県総合政策部 2000年7月28日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 その他 インターンシップ関係 インターンシップ関係（平成10～１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 その他 インターンシップ関係 インターンシップ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 平成１３年度高等学校生徒向け公開講座前期受講者聴講記録簿（写）＆レポート（写） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 公開講座に関する協定書の締結伺い 文部省埼玉大学学生部学生課長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 公開講座受講証作成伺い 文部省埼玉大学学生部学生課長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 平成１３年度高等学校生徒向け公開講座後期受講者聴講記録簿（写）＆レポート（写） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年10月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 公開講座受講生としての許可伺い 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 公開講座受講者の決定通知 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月7日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 その他 公開講座関係 高等学校生徒向け公開講座関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 その他 高等学校生徒向け 公開講座の受講申込書作成伺い 文部省埼玉大学学生部学生課長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 高等学校生徒向け公開講座関係 高等学校生徒向け公開講座関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 その他 在籍学生数調べ 在籍学生数調査関係（平成１０～１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 その他 在籍学生数調べ 在籍学生数調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 その他 調査等 学生による共通教育授業評価に関するアンケート調査報告書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2013年3月31日
学生課 介護実習 介護等体験関係 介護体験事業関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 介護実習 介護等体験関係 介護体験事業関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 会議等 ワーキンググループ 成績評価基準等ワーキンググループ（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2012年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2012年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2013年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2013年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 5年* 2027年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2027年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養部長・事務長連絡会議（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 5年* 2027年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2027年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1997年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2028年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養部長・事務長連絡会議（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1997年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2028年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2030年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2010年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2030年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2010年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 全国国立大学教養教育実施組織代表者会議及び事務協議会関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 2000年4月1日 5年* 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2011年3月31日
学生課 会議等 学外会議等 １２大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 2000年4月1日 5年* 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2011年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2012年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門員 廃棄 2013年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2031年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 企画調整専門委員会議事要録（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2031年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 実施専門委員会議事要録（平成７年） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2031年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2032年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 企画調整専門委員会議事要録（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2032年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 実施専門委員会議事要録（平成８年） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2032年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2033年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2033年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2034年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2034年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2035年3月31日
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学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2035年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2036年3月31日
学生課 会議等 学内会議等 共通教育専門委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課専門職員 2036年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2014年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2015年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2016年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2017年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務専門委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2017年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2018年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2019年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2020年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2021年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2022年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2023年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2024年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成元年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2025年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2026年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成３年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2027年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成４年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2028年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成５年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2029年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2030年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2031年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2032年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2033年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2034年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2035年3月31日
学生課 会議等 教務委員会 教務委員会（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2036年3月31日
学生課 会議等 教務専門委員会 教務専門委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2018年3月31日
学生課 会議等 公開講座関係 高等学校生徒向け公開講座打合せ会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 会議等 公開講座関係 高等学校生徒向け公開講座打合せ会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育教務関係 共通教育教務関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育教務関係 共通教育教務関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2031年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2032年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2033年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2034年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2035年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2036年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2037年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育講義概要 共通教育講義概要（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2038年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育時間割関係 共通教育時間割関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育時間割関係 共通教育時間割関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育時間割関係 共通教育時間割関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育時間割関係 共通教育時間割関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育受講者一覧 共通教育受講者一覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育受講者一覧 共通教育受講者一覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育受講者一覧 共通教育受講者一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育受講者一覧 共通教育受講者一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2014年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2015年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2016年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2017年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育授業科目一覧 共通教育授業科目一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2018年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2014年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2015年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2016年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2017年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育成績報告書関係 共通教育成績報告書関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2018年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2014年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室教務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2015年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2016年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2017年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修案内 共通教育履修案内（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2018年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修相談室関係 共通教育履修相談室関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育関係 共通教育履修相談室関係 共通教育履修相談室関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 支出関係 実施伺等（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 出張関係 旅行命令簿（非常勤講師を含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 出張関係 出張復命書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 諸証明書 非常勤講師の在籍証明書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 切手等 はがき・切手受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成７年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2031年3月31日
学生課 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成８年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2032年3月31日
学生課 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成９年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2033年3月31日
学生課 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１０年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2034年3月31日
学生課 共通教育事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１１年度） 文部省埼玉大学庶務部企画室企画係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2035年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2012年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2013年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2014年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2015年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2016年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2017年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2018年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2019年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2020年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2021年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2022年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2023年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2024年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成元年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2025年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成２年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2026年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成３年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2027年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成４年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2028年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成５年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2029年3月31日
学生課 教養部関係 教養部講義概要 教養部講義概要（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2030年3月31日
学生課 教養部関係 教養部授業科目一覧 教養部授業科目一覧（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部関係 教養部成績報告書関係 教養部成績報告書関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部関係 教養部履修案内 教養部履修案内（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2014年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2015年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2016年3月31日
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学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2017年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2018年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2019年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2020年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2021年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2022年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2023年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2024年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成元年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2025年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2026年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2027年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成４年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2028年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成５年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2029年3月31日
学生課 教養部事務 会議 教養部教授会議事要録（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2030年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2014年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2015年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2016年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2017年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2018年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2019年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2020年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2021年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2022年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2023年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2024年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成元年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2025年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成２年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2026年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成３年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2027年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成４年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2028年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成５年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2029年3月31日
学生課 教養部事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成６年度） 文部省埼玉大学教養部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2030年3月31日
学生課 総務事務 タクシー タクシーチケット管理簿 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 タクシー タクシーチケット請求書 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 タクシー タクシーチケット管理簿 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 タクシー タクシーチケット請求書 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 会議 関東甲信越地区学生部連絡協議会及び同厚生補導協議会開催通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 会議 全国国立大学学生部長協議会開催通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 会議 国立大学学生関係部長・次長協議会通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 会議 関東甲信越地区学生関係副学長・部課長会議開催通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 会議 全国国立大学学生部長協議会開催通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 会議 国立大学学生関係部長（相当職）協議会通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 会議 関東甲信越地区学生関係副学長・部課長会議開催通知・回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 会議 全国国立大学学生部長協議会開催通知・回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 会議 教務委員会関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 会議 関東甲信越地区学生関係副学長・部課長会議開催通知・回答（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 会議 教務委員会関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 会議 全国国立大学学生部長協議会開催通知・回答（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 各種届出 着任届（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 各種届出 住所変更届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 各種届出 着任届（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 各種届出 住所変更届（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１4年） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１4年） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 東京・関東甲信越地区国公立大学厚生補導職員研修会開催通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 文部省厚生補導事務研修開催通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 全国厚生補導研究集会開催通知・回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 東京・関東甲信越地区国公立大学厚生補導職員研修会開催通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 文部省厚生補導事務研修開催通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 全国厚生補導研究集会開催通知・回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 全国厚生補導研究集会開催通知・回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 東京・関東甲信越地区国公立大学厚生補導職員研修会開催通知・回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 文部省厚生補導事務研修開催通知・回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 全国厚生補導研究集会開催通知・回答（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 東京・関東甲信越地区国公立大学厚生補導職員研修会開催通知・回答（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 研修関係 文部省厚生補導事務研修開催通知・回答（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 支出関係 実施伺等（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 手引き 学生生活の手引き（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 手引き 入学手続きの手引き（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 手引き 学生生活の手引き（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 手引き 入学手続きの手引き（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 手引き 学生生活の手引き（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 手引き 入学手続きの手引き（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 手引き 学生生活の手引き（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 手引き 入学手続きの手引き（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（非常勤講師を含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（非常勤講師を含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（非常勤講師を含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 出張関係 旅行命令簿（非常勤講師を含む）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 児童手当・特例給付（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 住居手当上申書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 単身赴任手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 通勤手当上申書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 扶養手当上申書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 住居手当上申書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 児童手当・特例給付（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 扶養手当上申書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 諸手当関係 通勤手当上申書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
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学生課 総務事務 諸手当関係 単身赴任手当（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 諸証明書 非常勤講師の在籍証明書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 諸証明書 非常勤講師の在籍証明書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 諸証明書 非常勤講師の在籍証明書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 切手等 はがき・切手受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 切手等 はがき・切手受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 切手等 はがき・切手受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 切手等 はがき・切手受払簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 代行運転関係 公用車運転者登録名簿書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 予算の振替について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 営繕関係費の要求について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 基準概算関係資料について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 諸謝金等の要求について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員等所要額調べについて（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員手当支出見込額調等について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金受入申請について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金決定通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 公開講座実施経費要求等について（平成１２年度分） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年3月8日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 建物新営に伴う設備費等の要求について（平成１２年度分） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年3月14日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2010年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 予算の振替について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 営繕関係費の要求について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 基準概算関係資料について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 諸謝金等の要求について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員等所要額調べについて（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員手当支出見込額調等について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金受入申請について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金決定通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2011年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 営繕関係費の要求について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 基準概算関係資料について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 建物新営に伴う設備費等の要求について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 公開講座実施経費要求等について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 諸謝金等の要求について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金決定通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金受入申請について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員手当支出見込額調等について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員等所要額調べについて（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 予算の振替について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2012年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 営繕関係費の要求について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 公開講座実施経費要求等について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 基準概算関係資料について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 建物新営に伴う設備費等の要求について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員等所要額調べについて（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 非常勤職員手当支出見込額調等について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 諸謝金等の要求について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金決定通知書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 奨学寄附金受入申請について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 予算関係 予算の振替について（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 廃棄 2013年3月31日
学生課 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2036年3月31日
学生課 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2037年3月31日
学生課 総務事務 履歴書 非常勤講師の履歴書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2038年3月31日
学生課 卒業関係 学位記発行関係 卒業・修了者の決定及び学位記発行伺い（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 卒業関係 学位記発行関係 卒業・修了者の決定及び学位記発行伺い（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 卒業関係 学位記発行関係 学位記発行関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 卒業関係 学位記発行関係 学位記発行関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 卒業関係 学位記発行関係 学位記発行台帳（昭和２４年から） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係他 1949年4月1日 永年 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係
学生課 単位互換協定 大学院社会学分野 新規加盟校を加えた締結報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 単位互換協定 大学院社会学分野 特別聴講学生に対する授業料不徴収の実績報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 単位互換協定 大学院社会学分野 特別聴講学生に対する授業料不徴収の実績報告（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学生課書庫 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 単位互換協定 大学院社会学分野 締結報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 単位互換協定 大学院社会学分野 特別聴講学生に対する授業料不徴収の実績報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 調査・報告 学位授与状況 学位授与状況等調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 調査・報告 学位授与状況 学位授与状況等調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 調査・報告 教員養成学部調査 教員養成学部調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 調査・報告 教員養成学部調査 教員養成学部調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 調査・報告 大学院関係資料 大学院関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 調査・報告 大学院関係資料 大学院関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 調査・報告 免許状取得及び 卒業者の教員免許状取得状況及び教員就職状況等の調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 調査・報告 免許状取得及び教員就職状況調査 卒業者の教員免許状取得状況及び教員就職状況等の調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生の合格決定通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生の履修許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生各種証明関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 証明書発行台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生の合格決定通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生の履修許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生各種証明関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 証明書発行台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 入学許可 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 入学許可 研究生関係 研究生許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 研究生関係 研究生許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 研究生関係 研究生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 入学許可 研究生関係 研究生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学者名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 再入学許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2010年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学者名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 再入学許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2011年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学許可関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2012年3月31日
学生課 入学許可 入学許可関係 入学許可関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第二係 廃棄 2013年3月31日
学生課 文理・旧制浦高関係 旧制浦高関係 旧制浦高関係 文部省埼玉大学文理学部学務係 1950年4月1日 永年 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係
学生課 文理・旧制浦高関係 文理学部学籍簿 文理学部学籍簿 文部省埼玉大学文理学部学務係 1972年4月1日 永年 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係
学生課 文理・旧制浦高関係 文理学部証明書発行関係 文理学部証明書発行関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2010年3月31日
学生課 文理・旧制浦高関係 文理学部証明書発行関係 文理学部証明書発行関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係 廃棄 2011年3月31日
学生課 文理・旧制浦高関係 文理学部卒業者名簿 文理学部卒業者名簿 文部省埼玉大学教養部学務係 1972年4月1日 永年 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部学生課教務第一係
厚生課 インターンシップ インターンシップ関係 インターンシップに係る関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2014年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 民間団体等募集要項一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 各種団体等奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 日本育英会諸通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 民間団体等募集要項一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 各種団体等奨学金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 日本育英会諸通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 その他の奨学金 その他育英奨学関係 各種団体等奨学金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 常任委員会委員名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1998年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実行計画書及び各種願書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実施に関する注意事項（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 宿日直業務（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 宿日直実施表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 むつめ祭関係依頼・通知等文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 常任委員会委員名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実行計画書及び各種願書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実施に関する注意事項（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実施に関する注意事項（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実行計画書及び各種願書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 巡回日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 事件・事故記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実施に関する注意事項（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 実行計画書及び各種願書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 巡回日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 むつめ祭 事件・事故記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学内団体設立（継続）届（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
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厚生課 課外活動 課外活動 課外活動団体一覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学外課外活動届（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 競技・試合結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 事故報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 リーダーシップトレーニング（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル紹介誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル物品援助（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 スキー用具貸出通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 選手派遣依頼通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 登山事故通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 当番連合行事（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 文化祭典（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 乗用車等入構願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 紛失物記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 荷物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学内団体設立（継続）届（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 課外活動団体一覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学外課外活動届（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 競技・試合結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 事故報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 リーダーシップトレーニング（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル紹介誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル物品援助（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 スキー用具貸出通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 選手派遣依頼通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 登山事故防止通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 当番連合行事（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 文化祭典（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学内団体設立（継続）届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 課外活動団体一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学外課外活動届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 競技・試合結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 事故報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 リーダーシップトレーニング（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル紹介誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル物品援助（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 スキー用具貸出通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 選手派遣依頼通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 登山事故防止通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 当番連合行事（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 文化祭典（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 課外活動団体一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学内団体設立（継続）届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 競技・試合結果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学外課外活動届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 事故報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 リーダーシップトレーニング（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル紹介誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル物品援助（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 スキー用具貸出通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 選手派遣依頼通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 登山事故防止通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 当番連合行事（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 文化祭典（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 課外活動団体一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学内団体設立（継続）届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 遠征・合宿届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 競技・試合結果報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 学外課外活動届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 事件・事故報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 リーダーシップトレーニング関係ファイル（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 サークル物品援助（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 スキー等用具貸出関係ファイル（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 選手派遣依頼通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 登山事故防止通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 当番連合行事関係ファイル（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 課外活動 文化祭典関係ファイル（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加申込通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加者名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会開催通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会実施要項改正通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技規定改正通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会宿泊要項通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会物品援助申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技記録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会パンフレット（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加申込通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加者名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会開催通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会実施要項改正通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技規定改正通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会宿泊要項通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会物品援助申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技記録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会パンフレット（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 当番大学の大会運営（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加申込通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加者名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会開催通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会議事要録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会実施要項改正通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技規定改正通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 当番大学の大会運営（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会パンフレット（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会宿泊要項通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会物品援助申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技記録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加申込通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加者名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会開催通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会議事要録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会実施要項改正通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技規定改正通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 当番大学の大会運営（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会パンフレット（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会宿泊要項通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会物品援助申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技記録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加申込通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会参加者名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会開催通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会理事会・評議委員会議事要録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会関係依頼・通知等文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会宿泊要項通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会物品援助申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 関東甲信越大学体育大会 大会競技記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部学生課課外活動係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部学生課課外活動係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
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厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2015年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2015年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2016年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2016年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2017年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2017年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 捜査関係事項照会書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2018年3月31日
厚生課 課外活動 事件・事故関係 事故報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2018年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 三役改選（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生部長交渉（学生部長との話し合い）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生大会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 スプリングフェスティバル企画書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 三役改選（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生部長交渉（学生部長との話し合い）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生大会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生大会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生部長交渉（学生部長との話し合い）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 三役改選（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生大会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 学生部長交渉（学生部長との話し合い）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 三役改選（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 課外活動 全学学生自治会 全学自治会関係依頼・通知等文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 課外活動 他大学施設利用 筑波大学山中共同研修所利用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 課外活動 他大学施設利用 草津セミナーハウス使用許可申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 会議等 学内 学生生活委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 会議等 学内 学生生活委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 会議等 学内 学生生活委員会議事要録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 会議等 学内 学生生活委員会議事要録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 会議等 学内 学生生活委員会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 会議等 体育施設委員会 議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 会議等 体育施設委員会 議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 会議等 体育施設委員会 議事要録（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 会議等 体育施設委員会 議事要録（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証関係受領（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証配布（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証調査回答（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証関係受領（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証配布（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証調査回答（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証関係受領（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証調査回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証関係受領（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証調査回答（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学割関係 学割証関係 学割証関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 保険金請求書及びその添付書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 保険金請求書及びその添付書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 保険金請求書及びその添付書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 保険金請求書及びその添付書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 学生教育研究災害傷害保険通知等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 学生教育研究災害傷害保険 学生教育研究災害傷害保険関係 保険金請求関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の表彰について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の表彰について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の表彰について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の表彰について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の表彰について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2015年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2017年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2018年3月31日
厚生課 学生表彰等 懲戒・表彰関係 学生の懲戒について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部学生課総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2018年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（学寮公衆電話）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（学寮公衆電話）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（システム２１）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（システム２１）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（学寮公衆電話）（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（システム２１）（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（学寮公衆電話）（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用許可願（システム２１）（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮関係 国有財産使用関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 学寮 学寮主事関係 学寮主事選考委員会議事要旨（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮主事関係 学寮主事選考委員会議事要旨（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮主事関係 学寮主事選考委員会議事要旨（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮主事関係 学寮主事選考委員会議事要旨（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画案（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画案（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画案（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施結果報告書（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画報告書（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画案（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施結果報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練実施計画報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮消防訓練関係 消防訓練関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 東京地区国立大学栄養士連絡協議会関係綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 集団給食運営状況報告関係綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学寮栄養士 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学寮厨房 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 集団給食運営状況報告関係綴（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部学寮栄養士 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学寮厨房 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 東京地区国立大学栄養士連絡協議会関係綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 集団給食運営状況報告関係綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部学寮栄養士 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学寮厨房 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 集団給食運営状況報告関係綴（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部学寮栄養士 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学寮厨房 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 東京地区国立大学栄養士連絡協議会関係綴（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 集団給食運営状況報告関係綴（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部学寮栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学寮厨房 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮厨房関係 東京地区国立大学栄養士連絡協議会関係綴（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入寮許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 退寮許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 債権発生通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入退寮願関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 １年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入寮許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 退寮許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 債権発生通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 退寮許可通知（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 債権発生通知（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入寮許可通知（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 退寮許可通知（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 債権発生通知（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入寮許可通知（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 入退寮許可関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 学寮 学寮入退寮関係 債権発生通知関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 学寮 実施伺綴 学寮栄養士等の細菌検査（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 学寮 実施伺綴 学寮栄養士等の細菌検査（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 学寮 実施伺綴 学寮栄養士等の細菌検査（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 学寮 実施伺綴 学寮栄養士等の細菌検査（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 厚生補導 厚生補導関係 厚生補導関係事業計画書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 厚生補導 厚生補導関係 厚生補導関係事業計画書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 厚生補導 厚生補導関係 厚生補導関係事業計画書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 厚生補導 厚生補導関係 厚生補導関係事業計画書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 厚生補導 厚生補導関係 厚生補導関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 施設管理 課外活動共用施設 課外活動共用施設使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 課外活動共用施設 課外活動共用施設日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 1年* 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 課外活動共用施設 課外活動共用施設日誌（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 課外活動共用施設 課外活動共用施設日誌（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
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厚生課 施設管理 課外活動共用施設 課外活動共用施設日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 学内合宿研修所 学内合宿研修所使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 軽井沢荘使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 軽井沢荘業務日誌（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 支出伺（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 収入金通知書（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 軽井沢荘業務日誌（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 支出伺（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 収入金通知書（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 軽井沢荘業務日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 支出伺（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 軽井沢荘 収入金通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 体育施設 体育施設使用簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 体育施設 屋外体育施設使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 体育施設 プール開放通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館作業日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 電気・水道使用量（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館使用簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館作業日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 電気・水道使用量（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館日誌（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館作業日誌（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 電気・水道使用量（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館日誌（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館作業日誌（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 電気・水道使用量（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 大学会館作業日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 大学会館 電気・水道使用量（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 収入金通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 支出伺（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮業務日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮使用願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 収入金通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 支出伺（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮業務日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮業務日誌（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 支出伺（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 収入金通知書（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮業務日誌（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 支出伺（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 収入金通知書（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 秩父山寮業務日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 支出伺（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 施設管理 秩父山寮 収入金通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除願（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除出願者提出書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除申請者数（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除選考審査資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除者数（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認額通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除関係通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除個人データ（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 申請者調査書・成績証明書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除募集要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除申請者願書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者証明書等関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除審議資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除免除許可（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除徴収猶予通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除超過免除申請（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除債権消滅等通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者個人データ（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除願（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除出願者提出書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除申請者数（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除選考審査資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除者数（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認額通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除関係通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除個人データ（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 申請者調査書・成績証明書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除募集要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除申請者願書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者証明書等関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除審議資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除免除許可（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除徴収猶予通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除超過免除申請（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除債権消滅等通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者個人データ（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除個人データ（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 申請者調査書・成績証明書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除申請者願書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除募集要項（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者証明書等関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除審議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除免除許可（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除徴収猶予通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除超過免除申請（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除債権消滅等通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者個人データ（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除出願者提出書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除申請者数（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除選考審査資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除者数（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除関係通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認額通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除個人データ（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 申請者調査書・成績証明書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除申請者願書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除募集要項（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者証明書等関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除審議資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除免除許可（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除徴収猶予通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除超過免除申請（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除債権消滅等通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 免除出願者個人データ（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除出願者提出書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除申請者数（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除選考審査資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除者数（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除関係通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除承認額通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除債権消滅等通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 授業料免除等申請者調査書・成績証明書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
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厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除願及び徴収猶予願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 授業料免除等 授業料免除及び徴収猶予関係 入学料免除債権消滅等通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 就職 学生の就職内定状況等 企業・公務員機関からの内定・合格報告書（平成１５年度） 各企業・機関 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 厚生補導関係 就職支援実施計画関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 厚生補導関係 就職支援実施計画関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2011年3月31日
厚生課 就職 厚生補導関係 就職支援実施計画関係書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2012年3月31日
厚生課 就職 厚生補導関係 就職支援実施計画関係書類（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2013年3月31日
厚生課 就職 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス等実施に伴う会計関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス等実施に伴う会計関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2011年3月31日
厚生課 就職 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス等実施に伴う会計関係書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2012年3月31日
厚生課 就職 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス等実施に伴う会計関係書類（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2013年3月31日
厚生課 就職 就職ガイダンス関係 就職ガイダンス等実施に伴う関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2014年3月31日
厚生課 就職 就職指導連絡会議関係 会議通知・議事要録・資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 就職支援関係 求人票送付関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 就職支援関係 無料職業紹介事業開始届関係書類 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1998年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当）
厚生課 就職 就職情報提供システム関係 仕様書 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1998年4月1日 運用終了時 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当）
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談申込・助言カード（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談員に係る会計関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2010年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談申込・助言カード（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2011年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談員に係る会計関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2011年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談員に係る会計関係書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2012年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談申込・助言カード（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2012年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談員に係る会計関係書類（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2013年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談申込・助言カード（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 廃棄 2013年3月31日
厚生課 就職 就職相談関係 就職相談に係る関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門員（就職指導担当） 2014年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生学業成績一覧表（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会奨学生カード（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 委員部費受払報告（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 申請者証明書等関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会申請者願書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 異動願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会振込保留解除願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生申請者数・採用者数（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会借用証書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生異動一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生選考審査資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学金受領資格確認名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生出願者個人データ（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体等奨学金募集（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 財団等推薦者一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体成績報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体資格確認（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 財団等奨学生推薦判定調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体選考推薦（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 在学届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 進学届・振込口座届・確認書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生学業成績一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 委員部費受払報告（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 申請者証明書等関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会申請者願書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 異動願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会振込保留解除願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生申請者数・採用者数（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会借用証書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生異動一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生選考審査資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学金受領資格確認名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生出願者個人データ（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体等奨学金募集（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 財団等推薦者一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体成績報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体資格確認（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 財団等奨学生推薦判定調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 各種団体選考推薦（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生学業成績一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 委員部費受払報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会奨学生カード（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会奨学金出願書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生異動関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 日本育英会返還誓約書・借用証書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生推薦資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生適格認定資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学金受領資格確認名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 奨学生学業成績一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 委員部費受払報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 奨学事務 奨学生関係 委員部費（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2014年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可願（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可願（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 設備等新規・更新願（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 諸行事実施関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可願（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可願（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 生協 生協関係 設備等新規・更新願（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可願（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可通知（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可願（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可通知（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 生協 生協関係 設備等新規・更新願（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可願（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用許可通知（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可願（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産一時使用許可通知（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 生協 生協関係 設備等新規・更新願（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
厚生課 生協 生協関係 国有財産使用関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2014年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 入学料免除実施状況報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 授業料免除実施状況報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 前年度授業料免除実施状況調査回答（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生就職・進学状況調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生入学者調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 奨学生生活状況報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生在学者調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 入学料免除実施状況報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 授業料免除実施状況報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 前年度授業料免除実施状況調査回答（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生就職・進学状況調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生入学者調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 奨学生生活状況報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 大学院奨学生在学者調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 入学料免除実施状況報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 授業料免除実施状況報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 調査・報告関係 調査・報告関係 前年度授業料免除実施状況報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課奨学係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター カウンセリング関係 カウンセリング関係会計書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター カウンセリング関係 カウンセリング関係会計書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター カウンセリング関係 カウンセリング関係会計書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター カウンセリング関係 カウンセリング関係会計書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター メンタルヘルス協議会関係 メンタルヘルス協議会関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター メンタルヘルス協議会関係 メンタルヘルス協議会関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター メンタルヘルス協議会関係 メンタルヘルス協議会関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター メンタルヘルス協議会関係 メンタルヘルス協議会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 会議 保健管理委員会議事要旨（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 会議 保健管理センター管理委員会議事要旨（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 会議 保健管理センター運営委員会議事要旨（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 会議 保健管理センター会議関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
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厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 外国人学生健康診断（血液検査）結果（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部保健管理センター 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健管理センター 文部科学省埼玉大学学生部保健管理センター 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 外国人学生健康診断（血液検査）結果（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部保健管理センター 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健管理センター 文部科学省埼玉大学学生部保健管理センター 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 外国人学生健康診断（血液検査）関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 学生の健康診断書関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部保健管理センター 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健管理センター 文部科学省埼玉大学学生部保健管理センター 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 学生の健康診断書関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部保健管理センター 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健管理センター 文部科学省埼玉大学学生部保健管理センター 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 健康診断実施伺・学部通知・会計関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 学生の定期健康診断関係 学生定期健康診断関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 献血関係 献血関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 献血関係 献血関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 献血関係 献血関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 献血関係 献血関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 献血関係 献血関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター所長の発令関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理委員会委員の発令関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 非常勤講師（学校医）の上申関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター所長の発令関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター運営委員会委員の発令関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 非常勤講師（学校医）の上申関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター所長の発令関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター運営委員会委員の発令関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 非常勤講師（学校医）の上申関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター所長の発令関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 保健管理センター運営委員会委員の発令関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 非常勤講師（学校医）の上申関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 上申書関係書類 人事関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医委嘱依頼関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医の給与支給関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医委嘱依頼関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医の給与支給関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医の給与支給関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医委嘱依頼関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医の給与支給関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 出勤簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 学校医委嘱依頼関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 非常勤講師（学校医）関係 出勤簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 病気療養関係 病気療養関係（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 病気療養関係 病気療養関係（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 病気療養関係 病気療養関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2016年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター会計関係書類 保健管理センター会計関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター会計関係書類 保健管理センター会計関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター会計関係書類 保健管理センター会計関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター会計関係書類 保健管理センター会計関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター会計関係書類 保健管理センター予算要求・執行関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2014年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 勤務時間割振等願・変更願（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 併任・兼業関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 海外渡航関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2010年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 勤務時間割振等願・変更願（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 併任・兼業関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 海外渡航関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部経理課給与係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2011年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 勤務時間割振等願・変更願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 併任・兼業関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 海外渡航関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2012年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 勤務時間割振等願・変更願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 併任・兼業関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
厚生課 保健管理センター 保健管理センター教官勤務時間関係 海外渡航関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部経理課給与係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部厚生課厚生企画係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験審議会議事録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課専門員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課専門員 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験管理委員会議事録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験審議会議事録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課専門員 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験管理委員会議事録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験審議会議事録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課専門員 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験管理委員会議事要録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験審議会議事録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 委員会関係 入学試験審議会議事要録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 広報関係 平成１６年度埼玉大学入学者選抜における大学入試センター試験の実施教科・科目等について 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 試験実施関係 個別学力検査実施要領（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 試験実施関係 個別学力検査実施要領（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 試験実施関係 平成１４年度個別学力検査等実施のための処理要項 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 試験実施関係 平成１５年度個別学力検査等実施のための処理要項 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験管理委員会委員（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験問題作成・採点に関する専門委員（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（問題作成）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（帰国子女特別選抜）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（推薦入学）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（健康診断書審査）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（社会人特別選抜）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（採点担当）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（監督、調査書審査、集計等）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 学部入学試験委員長（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 個別学力検査試験場主任（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験管理委員会委員（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験問題作成・採点に関する専門委員（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（問題作成）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（帰国子女特別選抜）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（推薦入学）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（健康診断書審査）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（社会人特別選抜）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（採点担当）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（監督、調査書審査、集計等）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 学部入学試験委員長（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 個別学力検査試験場主任（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験管理委員会委員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（問題作成）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験問題作成・採点に関する専門委員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（採点）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 個別学力検査試験場主任（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（問題作成）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験管理委員会委員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 個別学力検査試験場主任（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験実施委員（採点）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 発令・上申関係 入学試験問題作成・採点に関する専門委員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（情報提供の改善分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 個別学力検査実施に伴う諸謝金（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 超過勤務手当等（入試超勤）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2010年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（情報提供の改善分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 個別学力検査実施に伴う諸謝金（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 超過勤務手当等（入試超勤）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2011年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 個別学力検査実施に伴う諸謝金（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 超過勤務手当等（入試超勤）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（情報提供の改善分）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2012年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 個別学力検査実施に伴う諸謝金（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 超過勤務手当等（入試超勤）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（情報提供の改善分）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 個別学力検査 予算関係 入学試験経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第一係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 大学入試センター試験実施委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 入学者選抜方法研究委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 大学入試センター試験実施委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
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入試課 大学入試センター試験 委員会関係 入学者選抜方法研究委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 入学者選抜方法研究委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 大学入試センター試験実施委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 入学者選抜方法研究委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 委員会関係 大学入試センター試験実施委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験実施委員会委員（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験場主任（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験監督補助者等の委嘱（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験監督者の委嘱（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験養護業務の委嘱（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 入学者選抜方法研究委員会委員（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験実施委員会委員（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験場主任（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験監督補助者等の委嘱（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験監督者の委嘱（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験養護業務の委嘱（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 入学者選抜方法研究委員会委員（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験実施委員会委員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験場主任（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験養護業務の委嘱（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 入学者選抜方法研究委員会委員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験実施委員会委員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 入学者選抜方法研究委員会委員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験監督補助者等の委嘱（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験試験場主任（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 発令・上申関係 大学入試センター試験養護業務の委嘱（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 大学入試センター試験実施経費（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 入学者選抜方法研究委員会経費（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 教育研究特別経費（大学入学者選抜方法改善促進経費に係る特別分）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2010年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 大学入試センター試験実施経費（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 入学者選抜方法研究委員会経費（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 教育研究特別経費（大学入学者選抜方法改善促進経費に係る特別分）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2011年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 大学入試センター試験実施経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 入学者選抜方法研究委員会経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2012年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 大学入試センター試験実施経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
入試課 大学入試センター試験 予算関係 入学者選抜方法研究委員会経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部入試課入試第二係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 国際交流会館専門委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 留学生交流委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 国際交流会館専門委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 留学生交流委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 国際交流会館専門委員会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 留学生交流委員会議事要録（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 国際交流会館専門委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 会議等 学内会議等 留学生交流委員会議事要録（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター教官選考委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター運営委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター教官選考委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター運営委員会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター教官選考委員会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター運営委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター管理委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 ＦＤ 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 会議等　　 学内会議等 留学生センター教官選考委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2014年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2015年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2016年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2017年3月31日
留学生課 学生交流協定 授業料不徴収関係 授業料を不徴収とする大学間交流協定について（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2018年3月31日
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第１期） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1997年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第２期） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生第二係 1998年4月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第３期） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生第二係 1998年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第４期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第５期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第６期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第７期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第８期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第９期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第１０期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 研修生　　 日本語研修生関係 日本語研修生受入関係（第１１期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年10月1日 永年 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員
留学生課 交換留学 説明会関係 海外留学説明会関係 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 永年 紙 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当）
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（受入れ）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（派遣）（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（受入れ）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（受入れ）（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（派遣）（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（受入れ）（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（派遣）（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 交換留学 短期留学推進制度（受入関係） 短期留学推進制度（派遣）（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当）
留学生課 交換留学 名簿関係 学生交流協定校からの交換留学生受入名簿 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 永年 3.5FD 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当）
留学生課 交換留学 名簿関係 学生交流協定校への交換留学生受入名簿 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 永年 3.5FD 書庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当）
留学生課 国際交流基金 事業関係 国際交流基金留学生奨学事業（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2014年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2015年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2016年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2017年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会運営委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2018年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 埼玉県留学生交流推進協議会設立総会（平成３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2027年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第３回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2028年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第４回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成５年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2029年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第５回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成６年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2030年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第６回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成７年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2031年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第７回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成８年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2032年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第８回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成９年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2033年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第９回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成１０年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2034年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第１０回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2035年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第１１回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2036年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第１２回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2037年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 会議関係 第１３回埼玉県留学生交流推進協議会総会（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2038年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 事業関係 埼玉県留学生交流推進協議会事業（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 事業関係 埼玉県留学生交流推進協議会事業（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 事業関係 埼玉県留学生交流推進協議会事業（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 事業関係 埼玉県留学生交流推進協議会事業（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成６年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成６年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1994年10月1日 10年 2005年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2010年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成７年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成７年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1995年10月1日 10年 2006年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2011年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成８年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成８年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1996年10月1日 10年 2007年3月31日 紙 学生部倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2012年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成９年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成９年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1997年10月1日 10年 2008年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2013年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１０年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2014年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１０年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1998年10月1日 10年 2009年3月31日 紙 留学生課倉庫 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 廃棄 2014年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１１年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2015年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１１年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 1999年10月1日 10年 2010年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2015年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１２年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2016年3月31日
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留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１２年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2000年10月1日 10年 2011年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2016年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１３年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2017年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１３年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2001年10月1日 10年 2012年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2017年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１４年５月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2018年3月31日
留学生課 埼玉県留学生交流推進協議会 調査関係 外国人留学生数に関する調査（平成１４年１０月期） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2002年10月1日 10年 2013年3月31日 3.5FD 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員（留学生担当） 2018年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係留学生用綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係研究者用綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 留学生住宅総合補償関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係留学生用綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係研究者用綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 留学生住宅総合補償関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係研究者用綴（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係留学生用綴（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 留学生住宅総合補償関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係研究者用綴（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 国際交流会館入居関係留学生用綴（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 国際交流会館関係 留学生住宅総合補償関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 社員寮 留学生支援企業協力推進協会関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 社員寮 留学生支援企業協力推進協会関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 社員寮 留学生支援企業協力推進協会関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 社員寮 留学生支援企業協力推進協会関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 アジア国際交流奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 アジア教育文化交流協会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 伊藤謝恩育英財団（平成１１年） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 神林留学生奨学会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 共立国際交流奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 佐川留学生奨学会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 サトー国際奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 実吉奨学会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 高澤三次郎国際奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 タカセ国際奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 朝鮮奨学会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 東燃国際奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 たばこ産業弘済会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 中村積善会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 橋本泰彦A・A留学生奨学基金（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 ヒロセ国際奨学財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 平和中島財団（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 本田弁二郎留学生技術者育成奨学基金（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 牧田国際育英会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 ロータリー米山記念奨学会（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 冠留学生奨学金（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 奨学金直接応募（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 アジア国際交流奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 アジア教育文化交流協会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 伊藤謝恩育英財団（平成１２年） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 神林留学生奨学会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 共立国際交流奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 佐川留学生奨学会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 サトー国際奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 実吉奨学会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 その他奨学金（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 高澤三次郎国際奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 朝鮮奨学会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 東燃国際奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 たばこ産業弘済会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 都筑国際育英財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 中村積善会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 橋本泰彦A・A留学生奨学基金（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 ヒロセ国際奨学財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 平和中島財団（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 本田弁二郎留学生技術者育成奨学基金（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 牧田国際育英会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 ロータリー米山記念奨学会（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 冠留学生奨学金（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 奨学金関係 奨学金直接応募（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 政府派遣留学生（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費国内採用関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 大使館推薦国費留学生（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費大学推薦関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生給与（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 留学生受入可能数（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 日本語・日本文化研修留学生（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 教員研修留学生（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１１年度国費外国人留学生奨学金支給期間満了 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１１年度国費外国人留学生渡日・帰国旅費 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１１年度国費外国人留学生宿舎費補助 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 政府派遣留学生（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費国内採用関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 大使館推薦国費留学生（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費大学推薦関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生給与（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 留学生受入可能数（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 日本語・日本文化研修留学生（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 教員研修留学生（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１２年度国費外国人留学生奨学金支給期間満了 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１２年度国費外国人留学生渡日・帰国旅費 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１２年度国費外国人留学生宿舎費補助 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 教員研修留学生（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生給与（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費国内採用関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費大学推薦関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 政府派遣留学生（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 大使館推薦国費留学生（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 日本語・日本文化研修留学生（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１３年度国費外国人留学生宿舎費補助 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１３年度国費外国人留学生奨学金支給期間満了 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１３年度国費外国人留学生渡日・帰国旅費 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 教員研修留学生（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生給与（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費国内採用関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費大学推薦関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 政府派遣留学生（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 大使館推薦国費留学生（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 日本語・日本文化研修留学生（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１４年度国費外国人留学生宿舎費補助 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１４年度国費外国人留学生奨学金支給期間満了 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 平成１４年度国費外国人留学生渡日・帰国旅費 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 政府派遣受入関係、国費留学生関係 国費外国人留学生名簿 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1962年5月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係
留学生課 留学生 留学生関係 学習奨励費（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生チューター（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生懇親パーティー(平成１１年度) 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生実地見学旅行（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 留学生経費（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 学業成績報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 留学生オリエンテーション 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 学習奨励費（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員／専門員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生チューター（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生懇親パーティー(平成１２年度) 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生実地見学旅行（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 留学生経費（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 学業成績報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生チューター（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生懇親パーティー(平成１３年度) 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生実地見学旅行（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
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留学生課 留学生 留学生関係 学業成績報告書（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 留学生経費（平成１３年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生チューター（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生懇親パーティー(平成１４年度) 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生実地見学旅行（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 学業成績報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 留学生経費（平成１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生 留学生関係 外国人留学生名簿 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生係 1962年5月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課留学生係
留学生課 留学生センター　　 非常勤講師関係 非常勤講師任用関係（平成１１・１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生センター　　 非常勤講師関係 非常勤講師旅行命令簿関係（平成１１・１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生センター　　 非常勤講師関係 非常勤講師任用関係（平成１３・１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生センター　　 非常勤講師関係 非常勤講師旅行命令簿関係（平成１３・１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課留学生第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 平成１２年度概算要求関係 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2010年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 平成１３年度概算要求関係 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 留学生センター予算関係（平成１０～１２年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2011年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 平成１４年度概算要求関係 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2012年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 平成１５年度概算要求関係 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
留学生課 留学生センター　　 留学生センター関係 留学生センター予算関係（平成１３～１４年度） 文部省埼玉大学学生部留学生課専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学学生部留学生課専門職員 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 その他会計関係 通知文書関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 その他会計関係 調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 その他会計関係 検査・監査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 民間等との共同研究関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 奨学寄付金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 民間等との共同研究関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 民間等との共同研究関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 民間等との共同研究関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 外部資金関係 民間等との共同研究関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 消防設備点検報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理換関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品不用決定および処分決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 図書関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 図書館支出状況（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品購入等請求票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理換関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品不用決定および処分決議書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計画表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理換関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品不用決定および処分決議書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品管理計画表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 概算要求関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 赴任旅費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 概算要求関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 赴任旅費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 概算要求関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 赴任旅費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 概算要求関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 概算要求関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 教育職員免許状申請関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 教育職員免許状申請関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 介護等体験関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 免許状授与の所用資格を得させるための課程認定申請書（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 免許状授与の所用資格を得させるための課程認定申請書（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 免許状授与の所用資格を得させるための課程認定申請書（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 免許状授与の所用資格を得させるための課程認定申請書（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教員免許状関係 免許状授与の所用資格を得させるための課程認定申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 卒業生名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 修了生名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 卒業論文概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 修士論文概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 科目等履修生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 研究生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 卒業生名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 修了生名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 卒業論文概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 修士論文概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 科目等履修生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 研究生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2014年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
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教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2015年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 単位認定に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍異動（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2016年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2017年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2017年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2017年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2017年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2017年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2018年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2018年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2018年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2018年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2018年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2019年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2019年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2019年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2019年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2019年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2020年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2020年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2020年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2020年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2020年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2021年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2021年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2021年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2021年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2021年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2022年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2022年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2022年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2022年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2022年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2023年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2023年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2023年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2023年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2023年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2024年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2025年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2025年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2025年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2025年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2025年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2026年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2027年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2027年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2027年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2027年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2027年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2028年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2029年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2029年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2029年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2029年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2029年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2030年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2030年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2030年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2030年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2030年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2031年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2032年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2032年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2032年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2032年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2032年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2033年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2033年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2033年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2033年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2033年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2034年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2034年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2034年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2034年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2034年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2035年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2035年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2035年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2035年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2035年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部履修案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部講義概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 文化科学研究科履修案内・講義概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 教養学部規程（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 大学院文化科学研究科規程（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 2036年3月31日
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４０年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1965年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４１年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1966年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４２年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1967年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４３年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1968年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４４年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1969年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４５年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1970年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４６年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1971年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４７年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1972年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４８年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1973年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和４９年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1974年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５０年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1975年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５１年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５２年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1977年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５３年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1978年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５４年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1979年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５５年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1980年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係



文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

　　備考
（管理簿からの
　削除時期）

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類 作成（取得）

時期
保存期間

保存期間
満了時の
措置結果

教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５６年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1981年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５７年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1982年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５８年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1983年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和５９年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1984年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６０年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1985年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６１年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1986年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６２年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1987年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（昭和６３年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1988年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成元年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1989年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成２年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1990年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成３年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1991年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成４年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1992年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成５年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1993年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成６年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1994年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成７年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1995年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成８年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1996年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成９年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1997年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１０年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1998年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１１年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 教務関係 学籍簿（平成１２年度入学） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係
教養学部 学務関係 留学生関係 私費外国人留学生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 国費外国人留学生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 チューター関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 留学生経費関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 私費外国人留学生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 国費外国人留学生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 チューター関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 学務関係 留学生関係 留学生経費関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 FD コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース図書貸出簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース図書貸出簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 管理・運営関係文書 コース図書貸出簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 入試採点基準（大学院入試：専門科目、外国語科目、面接等）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 出題等責任教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 FD コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 進級アンケート（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 入試採点基準（大学院入試：専門科目、外国語科目、面接等）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 出題等責任教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 入試採点基準（大学院入試：専門科目、外国語科目、面接等）（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 出題等責任教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科出題等責任教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 コース世話役教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科コース世話役教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科科目担当教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科指導教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2010年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2011年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 FD 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2012年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 廃棄 2013年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 2014年3月31日
教養学部 教養学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科作成教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教養学部教養学科申請教官 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 郵便切手受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 公開講座関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 学内規程関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 学内規程関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 庶務関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 共済組合関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 宿舎関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 職員家族の死亡について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 諸証明書交付関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 公用車運転者登録申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 入構許可申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 共済貸付関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 財形・貯金・保険関係申込（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 積立・団終・傷害・がん・グループ保険関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 レクリエーション委員会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 国際交流係関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 研究協力係関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 科学研究費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 研究助成関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 長期研修員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 郵便切手受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 公開講座関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 郵便切手受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 公開講座関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 文書処理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 郵便切手受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 その他庶務関係 郵便切手受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 １７大学学部長会議関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 １７大学学部長会議関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 １７大学学部長会議関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 １７大学学部長会議関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 １７大学学部長会議関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2015年3月31日
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教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2015年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2016年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2016年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2017年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2017年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2018年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2018年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2019年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2019年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2020年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2020年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2021年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2021年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2022年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2022年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2023年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2023年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2024年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2024年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2025年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成元年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2025年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2026年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2026年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2027年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成３年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2027年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2028年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成４年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2028年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2029年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成５年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2029年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2030年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成６年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2030年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2031年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成７年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2031年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2032年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成８年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2032年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2033年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成９年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2033年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2034年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成１０年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2034年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2035年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2035年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2036年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2036年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2037年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2037年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2038年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科委員会議事要録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2038年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 教養学部教授会議事要録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2039年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科修士課程分科会議事要録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2039年3月31日
教養学部 庶務関係 会議 文化科学研究科博士課程分科会議事要録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2039年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 事務官・教官出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿「ティーチングアシスタント」（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員等の勤務状況報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(控)（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間の割り振り変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 転出者の勤務状況報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 病気療養報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 育児休業関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 当直日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 むつめ祭関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤職員出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「学部」（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「文化科学研究科」（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 事務官・教官出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿「ティーチングアシスタント」（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員等の勤務状況報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(控)（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤職員出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「学部」（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「文化科学研究科」（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間の割り振り変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 事務官・教官出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 文部科学省埼玉大学教養学部総務 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 文部科学省埼玉大学教養学部総務 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤職員出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「学部」（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「文化科学研究科」（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿「ティーチングアシスタント」（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員等の勤務状況報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(控)（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間の割り振り変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 事務官・教官出勤簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿「ティーチングアシスタント」（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(控)（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員等の勤務状況報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤職員出勤簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「学部」（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「文化科学研究科」（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 事務官・教官出勤簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿「ティーチングアシスタント」（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(控)（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員等の勤務状況報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤職員出勤簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「学部」（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 勤務状況関係 非常勤講師出勤簿「文化科学研究科」（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 兼業 兼業関係（非常勤講師）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 兼業 兼業関係（委員・研究員）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 兼業 併任・兼業調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 非常勤講師旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 出張依頼書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 職員の派遣について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 職員研修出張（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 出張報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
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教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 海外渡航関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 国際研究集会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 在外研究員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 内地研究員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 非常勤講師旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 事務連絡等確認簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 非常勤講師旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 事務連絡等確認簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 事務連絡等確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 非常勤講師旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 事務連絡等確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 出張・派遣関係 非常勤講師旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2014年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 諸手当関係（扶養・住居・通勤・その他）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 大学院手当関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 大学院手当関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 諸手当関係（扶養・住居・通勤・その他）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 大学院手当関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 諸手当 諸手当関係（扶養・住居・通勤・その他）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 勤務評定関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 人事関係（任用・給与）（本籍変更・改姓届・履歴事項追記願）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 人事課専門職員関係（研修等）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 事務補佐員関係（含T.A.)（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 普通昇給関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 名誉教授関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 教官特昇関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 昇給台帳（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 叙勲関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 外国人教師関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 招へい外国人研究者・国際交流会館関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 職員係関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 雇用保険・社会保険関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 人事異動関係（割愛・昇任）（公募）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 勤務評定関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教養学部 庶務関係 人事関係 勤務評定関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座事務室 2014年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 英語教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 音楽教育講座 学内会議等 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 音楽教育講座 学内会議等 資料室貸出名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 音楽教育講座 学内会議等 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 音楽教育講座 学内会議等 資料室貸出名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 音楽教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 音楽教育講座 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 音楽教育講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 音楽教育講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 学科会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 資料室貸出名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 学科内予算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 音楽講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2013年3月31日
教育学部 音楽講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 1999年6月10日 5年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 コピー機使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座川嶋かほる 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 2000年6月7日 5年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 入試関係名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 入試関係名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 管理・運営関係文書 入試関係名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部入試問題作成委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学部 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 家庭機械講義室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 就職関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座学生 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、大学院入試）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部入試問題作成委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学部 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部家政教育講座 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 家庭機械講義室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座学生 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 就職関係資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
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教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、大学院入試）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部入試問題作成委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生成績一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座学生 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 就職関係資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部入試問題作成委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座講座主任 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部入試問題作成委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 家政教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 科目等履修生関係 科目等履修生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 海外留学関係 海外派遣留学（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 海外留学関係 海外派遣留学（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（施設別）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（施設別）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 インターンシップ関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（施設別）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 インターンシップ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（施設別）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 インターンシップ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 インターンシップ関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（施設別）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 各種体験関係 介護等体験名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学籍異動関係 学籍異動（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学籍異動関係 学籍異動（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学籍異動関係 学籍異動（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学籍異動関係 学籍異動（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学籍異動関係 学籍異動（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 教務委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 大学院入試委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生問題委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 介護体験実地委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 教務委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試広報委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 大学院入試委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生問題委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 就職委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 介護体験実地委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 教務委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試広報委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 大学院入試委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生問題委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 就職委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 介護体験実地委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生問題委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 教務委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 就職委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 大学院入試委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試広報委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 学生問題委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 教務委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 就職委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 大学院入試委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 学内会議等 入試広報委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 個人成績リスト帳票（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 単位修得認定票（Ｂ・Ｃ票）（平成１１年度 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教官提出成績報告マークシート（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 再試験・追試験関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学位申請書・審査報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部時間割・講義概要（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 修士論文要旨集（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科（入試関係を含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教務関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 休講・補講届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 研究題目届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 個人別履修届・履修登録マークシート（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 卒業研究題目届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 個人成績リスト帳票（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 単位修得認定票（Ｂ・Ｃ票）（平成１２年度 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教官提出成績報告マークシート（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 再試験・追試験関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学位申請書・審査報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部時間割・講義概要（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 修士論文要旨集（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科（入試関係を含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 休講・補講届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教務関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学位申請書・審査報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 再試験・追試験関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教官提出成績報告マークシート（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 単位修得認定票（Ｂ・Ｃ票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 個人成績リスト帳票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別選考科（入試関係を含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 修士論文要旨集（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部時間割・講義概要（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 休講・補講届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教務関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部時間割・講義概要（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学位申請書・審査報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教官提出成績報告マークシート（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 再試験・追試験関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 修士論文要旨集（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 単位修得認定票（Ｂ・Ｃ票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
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教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別選考科（入試関係を含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学位申請書・審査報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部時間割・講義概要（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教官提出成績報告マークシート（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 再試験・追試験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 修士論文要旨集（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 単位修得認定票（Ｂ・Ｃ票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別選考科（入試関係を含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2015年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2016年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2017年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2018年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2020年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2021年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2022年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2023年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（昭和６４年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2024年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2025年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2026年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2026年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2027年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2027年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2028年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2028年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2029年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2029年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2030年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2030年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2031年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2031年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2032年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2032年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2032年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2033年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2033年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2033年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2034年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2034年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2034年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2035年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2035年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2035年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2036年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2036年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2036年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2037年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2037年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2037年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2038年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2038年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2038年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学研究科履修の手引き（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 教育学部履修の手引き（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 特殊教育特別専攻科履修の手引き（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1949年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1950年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1951年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1952年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1953年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和２９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1954年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1955年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1956年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1957年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1958年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1959年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1960年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1961年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1962年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1963年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和３９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1964年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1965年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1965年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1966年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1966年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1967年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1967年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1968年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1968年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1969年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1969年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1970年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1970年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1971年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1971年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1972年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1972年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1973年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1973年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和４９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1974年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和４９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1974年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1975年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1975年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1977年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1977年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1978年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1978年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1979年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1979年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1980年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1980年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1981年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1981年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1982年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1982年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1983年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1983年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和５９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1984年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和５９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1984年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1985年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1985年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1986年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1986年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1987年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1987年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部昭和６３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1988年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科昭和６３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1988年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成元年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1989年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成元年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1989年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1990年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1990年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1991年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成３年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1991年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1992年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成４年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1992年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
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教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1993年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1993年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（情緒教育教員養成課程平成５年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1993年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1994年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1994年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（情緒教育教員養成課程平成６年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1994年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1995年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1995年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（情緒教育教員養成課程平成７年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1995年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（特殊教育特別専攻科平成８年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1996年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（特殊教育特別専攻科平成９年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1997年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成１０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１０年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1998年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成１１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１１年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学研究科平成１２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（特殊教育特別専攻科平成１２年度入学者） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 永年 紙 学務係書庫 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１３年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学部研究科平成１３年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１３年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１４年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１４年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学部研究科平成１４年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育学部平成１５度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（教育専攻科平成１５年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 教務関係 学籍簿（大学院教育学部研究科平成１５年度入学者） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係
教育学部 学務係 研究生関係 研究生（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 研究生（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 研究生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 厚生補導経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 研究生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 厚生補導経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 研究生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 研究生関係 厚生補導経費（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 厚生補導経費（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 厚生補導経費（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 厚生補導経費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 厚生補導経費（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 厚生補導関係 厚生補導経費（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会提出書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 埼玉県免許法認定講習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 講習会関係 学校図書館司書教諭講習会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 各種証明書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 人物考査書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書発行台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 学割発行台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 各種証明書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 学割発行台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書発行台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 各種証明書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 学割発行台帳（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 証明書関係 証明書発行台帳（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 申請書関係 学生駐車場許可申請（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 申請書関係 教育職員免許状申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 申請書関係 課程認定申請書（大学院の課程） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 教員養成学部調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 就職状況調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 調査統計関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 教員養成学部調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 就職状況調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 調査統計関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 教員養成学部調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 就職状況調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 調査統計関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 教員養成学部調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 就職状況調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 教員養成学部調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 調査統計関係 就職状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 誓約書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 学生カード（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 誓約書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 学生カード（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 誓約書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 学生カード（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 学生カード（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 誓約書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 学生カード（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入学手続書類 誓約書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試データ関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 出願書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 答案（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試出願書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試答案（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入出願書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験答案（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試出願書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験答案（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験答案（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 埼玉大学教育学部案内（２００４）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試センター試験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試データ関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 出願書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 答案（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試出願書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試試験問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試答案（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入出願書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験答案（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
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教育学部 学務係 入試関係 大学院入試出願書類（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験答案（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験答案（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 出願書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 答案（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験答案（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験答案（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試出願書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験答案（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入出願書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試出願書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試答案（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試データ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験答案（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入出願書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 出願書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試出願書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試答案（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験答案（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試出願書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験答案（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試データ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験答案（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 ３年次編入出願書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 出願書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試出願書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 推薦入試答案（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験答案（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 大学院入試出願書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験答案（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 特殊教育特別専攻科入試試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試データ関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 入試関係 入試関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生チューター（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生研究・見学旅費（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 学習奨励費（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 日本語・日本文化研修留学生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 教員研修留学生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 短期留学推進制度（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生一般（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 学習奨励費平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生チューター（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生研究・見学旅費（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 学習奨励費（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生一般（平成１４度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 教員研修留学生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生チューター（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生研究・見学旅行（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 学習奨励費平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 教員研修留学生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生一般（平成１５度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生チューター（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生研究・見学旅行（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生チューター（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 学務係 留学生関係 留学生研究・見学旅行（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 技術教育講座 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座事務 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座事務 廃棄 2010年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座事務 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座事務 廃棄 2011年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座事務 廃棄 2012年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座 廃棄 2013年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 各指導教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 技術教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2010年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 付属学校委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2010年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2011年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 付属学校委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2011年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2012年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 附属学校委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2012年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2013年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 附属学校委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 廃棄 2013年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2014年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 附属学校委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2015年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2016年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2017年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2018年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2019年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2020年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2021年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2022年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2023年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2024年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2030年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2031年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2031年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2032年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2032年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2033年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2033年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2034年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2034年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2035年3月31日
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教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2035年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2036年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部事務長補佐 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2036年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2037年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2037年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2038年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2038年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 教授会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 事務長補佐 学部内会議等 研究科委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部事務長補佐 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座（講座主任） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座（講座主任） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座講座主任 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部教育講座主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部技術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部家政教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部社会科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 社会科教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 数学教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 数学教育講座 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 数学教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 数学教育講座 管理・運営関係文書 図書貸出簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 数学教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 数学教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 指導教官室 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 数学教育講座 教育関係文書 教育学部学生カード（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部数学教育講座事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習運営協議会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習連絡委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習運営協議会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習連絡委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習運営協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習連絡協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習運営協議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習連絡協議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習運営協議会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学外会議等 教育実習連絡協議会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学内会議等 教育実習委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 学内会議等 教育実習委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 基礎実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 博物館学実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会福祉実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会教育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会体育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 心理カウンセリング実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 基礎実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 博物館学実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会福祉実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会教育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会体育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 心理カウンセリング実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 基礎実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 博物館実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会福祉実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会教育実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会体育実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 心理カウンセリング実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 基礎実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会教育実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会体育実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会福祉実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 心理カウンセリング実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 博物館実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 基礎実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会教育実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会体育実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 社会福祉実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 心理カウンセリング実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 博物館実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 2015年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 2016年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2017年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2018年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 実習関係 教育実習評価票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 大学院日本育英会奨学金関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 遠藤テイ奨学金関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2010年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 大学院日本育英会奨学金関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 遠藤テイ奨学金関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学教育学部専門職員（教務担当） 廃棄 2011年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 大学院日本育英会奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 遠藤テイ奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 遠藤テイ奨学金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 大学院日本育英会奨学金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 遠藤テイ奨学金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 専門職員（教務担当） 奨学金関係 大学院日本育英会奨学金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 アルコール関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 アルコール関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 アルコール関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 アルコール関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 アルコール関係 試験研究用アルコール免税申請関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
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教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（昭和４５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 実施伺等（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 入講許可書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 入構許可書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 会議開催通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（昭和４６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 実施伺等（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 入構許可書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（昭和４７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 実施伺等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 入構許可書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（昭和４８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 その他 実施伺等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 その他 教科用図書受領・給与児童生徒数報告書及び教科用図書受領証明書の学長印押印（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 その他 実施伺等（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 その他 証明書交付関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 その他 代行運転関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2026年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 その他 公印作成・改刻等関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 タクシー関係 タクシーチケット利用確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 タクシー関係 タクシー利用申込書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究調査関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究計画調書・交付申請書・実績報告書）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究者名簿・文部省・日本学術振興会からの通知）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究調査関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究計画調書・交付申請書・実績報告書）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究者名簿・文部省・日本学術振興会からの通知）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究調査関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究計画調書・交付申請書・実績報告書）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究者名簿・文部省・日本学術振興会からの通知）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究調査関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究計画調書・交付申請書・実績報告書）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究者名簿・文部省・日本学術振興会からの通知）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学技術研究調査関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究計画調書・交付申請書・実績報告書）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 科学研究費関係 科学研究費関係書類（研究者名簿・文部省・日本学術振興会からの通知）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 海外研修（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 外国出張（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 私事渡航（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 外国出張（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 私事渡航（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 海外研修（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 海外研修（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 外国出張（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 海外渡航関係 私事渡航（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 外国人関係 外国人教員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 委任経理金支払計算書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 奨学寄付金受入れ関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 奨学寄付金予算要求関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 委任経理金支払計算書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 委任経理金支払計算書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 委任経理金支払計算書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 外部資金関係 委任経理金支払計算書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 各種届出 履歴追記・本籍変更・改姓届関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 各種保険 普通障害保険・がん保険・グループ保険（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 各種保険 普通障害保険・がん保険・グループ保険（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 各種保険 普通障害保険・がん保険・グループ保険（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 各種保険 普通障害保険・がん保険・グループ保険（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 各種保険 普通障害保険・がん保険・グループ保険（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教育学部長会議（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教員養成学部事務長協議会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 大学院連合学校教育学研究科委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教育学部長会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教員養成学部事務長協議会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 大学院連合学校教育学研究科委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教育学部長会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教員養成学部事務長協議会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 大学院連合学校教育学研究科委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教育学部長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教員養成学部事務長協議会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 大学院連合学校教育学研究科委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教育学部長会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 国立大学教員養成学部事務長協議会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学外会議等 大学院連合学校教育学研究科委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 大学院連合学校教育学研究科運営委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2020年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2021年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2022年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2023年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2024年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2028年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 学部内会議等 人事委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 各種委員会委員名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
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教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（事務用）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 各種委員会委員名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（事務用）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 各種委員会委員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 各種委員会委員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（事務用）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 各種委員会委員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（事務用）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 学部内資料 教育学部職員録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 官公需関係 官公需契約実績額等関係（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 公開講座関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 職員録（校正）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 ＳＣＳ関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 サテライト関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 公開講座関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 職員録（校正）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 公開講座関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 職員録（校正）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 公開講座関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 企画広報関係 公開講座関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）発送先リスト（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）発送先リスト（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）発送先リスト（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）受払簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）発送先リスト（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）受払簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）受払簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）発送先リスト（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2020年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2021年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2022年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2023年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2024年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2026年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2028年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 紀要関係 埼玉大学紀要（教育学部）（保存用）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 勤務時間・休暇関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 勤務時間・休暇関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 勤務時間・休暇関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 勤務時間・休暇関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 勤務時間・休暇関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 病気療養関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 休職・病休級関係 休職関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 共済組合関係 共済組合関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 共済組合関係 共済組合関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 共済組合関係 共済組合関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 教官公募 教官公募（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間等変更願（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿・整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務手当・宿日直手当整理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 毎月勤労統計調査（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間等変更願（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 管理職員特別勤務実績簿・整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間等変更願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 管理職員特別勤務筆跡簿・整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 休暇簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間等変更願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 出勤簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 管理職員特別勤務筆跡簿・整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 管理職員特別勤務筆跡簿・整理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 休暇簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
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教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間等変更願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 勤務時間報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 出勤簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 代休日指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 健康診断関係 健康診断関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 健康診断関係 健康診断関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 健康診断関係 健康診断関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 健康診断関係 健康診断関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 健康診断関係 健康診断関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業原義書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 派遣依頼（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 派遣依頼（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業原義書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 派遣依頼（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業原義書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 兼業・併任・講師派遣依頼関係 併任・兼業調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 公募関係 学部教官公募関係（１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 国際交流課関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 研究協力関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 日本学術関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 各種研究助成（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同助成（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同研究（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 国際交流課関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 研究協力関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 日本学術関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 各種研究助成（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同助成（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同研究（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 研究協力関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 日本学術関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 各種研究助成（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同助成（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同研究（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 国際交流課関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 各種研究助成（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同研究（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同助成（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 研究協力関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 国際交流課関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 日本学術関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 各種研究助成（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同研究（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 共同助成（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 研究協力関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 国際交流課関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国際交流関係 日本学術関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守計画表（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 消防設備点検結果報告書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 施設実態調査関係（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 行政財産用途廃止関係（写）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守計画表（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 消防設備点検結果報告書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 施設実態調査関係（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 行政財産用途廃止関係（写）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守計画表（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 消防設備点検結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 施設実態調査関係（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 行政財産用途廃止関係（写）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守計画表（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 消防設備点検結果報告書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 行政財産用途廃止関係（写）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守計画表（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 消防設備点検結果報告書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 行政財産用途廃止関係（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産補助監守者指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産補助監守者指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産補助監守者指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 光熱水料算出内訳書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可願書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産一時使用許可書（写） （平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産監守者指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 国有財産関係 国有財産補助監守者指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 文部省在外研究員（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 内地研究員関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 現職教育内地留学生（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 身分証明書交付願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 文部省在外研究員（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 内地研究員関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 現職教育内地留学生（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 身分証明書交付願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 文部省在外研究員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 内地研究員関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 現職教育内地留学生（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 身分証明書交付願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 現職教育内地留学生（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 内地研究員関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 文部省在外研究員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 現職教育内地留学生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 内地研究員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 在外・内地研究員関係 文部省在外研究員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 財形貯蓄関係 財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 推算簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 機種選定委員会議事要旨（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 技術審査に関する文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
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教育学部 総務係 支出関係 実施・支出伺い関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 仕様策定委員会議事要旨（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 支出関係 支出負担行為書及び支出決議書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 公務災害等関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 大学院担当手当関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 退職手当支給関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 公務災害等関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 大学院担当手当関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 退職手当支給関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 公務災害等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 大学院担当手当関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 退職手当支給関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 公務災害等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 大学院担当手当関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 公務災害等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 手当関係 大学院担当手当関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 宿舎関係 公務員宿舎入居関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 宿泊施設関係 住宅事情調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 住居手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 通勤手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 扶養手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 児童手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 諸手当事実確認（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 児童手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 住居手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 通勤手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 扶養手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 児童手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 住居手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 通勤手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 諸手当関係 扶養手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１０年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 栄典・表彰関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部庶務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 叙位・叙勲関係 叙位叙勲関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長等上申関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長選考関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 附属学校園長選考関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 人事課調査関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 安全管理・健康管理関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 各種委員会委員（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤職員任免関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（委嘱）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（上申）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員養成実地指導関係綴（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教官特別昇給関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 事務系特別昇給関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 勤勉手当関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 宣誓書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 普通昇給関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長等上申関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長選考関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 附属学校園長選考関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 人事課調査関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 安全管理・健康管理関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 各種委員会委員（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤職員任免関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（委嘱）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（上申）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員養成実地指導関係綴（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教官特別昇給関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 勤勉手当関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 事務系特別昇給関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 普通昇給関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 各種委員会委員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 安全管理・健康管理関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 人事課調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 附属学校園長選考関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長選考関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長等上申関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員養成実地指導関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（委嘱）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤任免関係（委嘱）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（上申）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤職員任免関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教官特別昇給関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 勤勉手当関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 事務系特別昇給関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 普通昇給関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 安全管理・健康管理関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 各種委員会委員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長等上申関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員養成実地指導関係綴（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 人事課調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（委嘱）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（上申）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤職員任免関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤任免関係（委嘱）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 安全管理・健康管理関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 各種委員会委員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 学部長等上申関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員養成実地指導関係綴（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 人事課調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（委嘱）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師関係（上申）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
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教育学部 総務係 人事関係 非常勤職員任免関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤任免関係（委嘱）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2018年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 専任教官資格審査報告書等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 非常勤講師資格審査報告書等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2020年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2021年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2021年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2021年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2022年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2022年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2023年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2023年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2024年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2024年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2026年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2026年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2026年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2028年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2028年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2028年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇級選考資料カード（個人別）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2033年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2034年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇級・昇格台帳（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤任免関係（委嘱）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係ｊ 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 特別昇給選考資料カード（個人別）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 教員定員・現員表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 昇給・昇格台帳（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 人事関係 常勤職員任免関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 図書関係 図書購入調査関係（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 図書関係 図書購入調査関係（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 図書関係 図書購入調査関係（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課調査関係（含附属学校調査）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 附属学校関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学校基本調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 埼玉大学概要関係（含英文）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 教員定員調（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 社会教育主事講習（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 規程関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学内規程（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和４６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課調査関係（含附属学校調査）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 附属学校関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学校基本調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 埼玉大学概要関係（含英文）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 教員定員調（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学内規程（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 規程関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和４７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 教員定員調（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課調査関係（含附属学校調査）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 附属学校関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学校基本調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 埼玉大学概要関係（含英文）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学内規程（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 規程関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和４８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学校基本調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 埼玉大学概要関係（含英文）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 社会教育主事講習（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課調査関係（含附属学校調査）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 附属学校関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 教員定員調（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 学校基本調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 教員定員調（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 埼玉大学概要関係（含英文）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 社会教育主事講習（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 総務課調査関係（含附属学校調査）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 附属学校関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
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教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2025年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2027年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2029年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2030年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2031年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2032年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2035年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2036年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2037年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１４年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 設置計画書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2038年3月31日
教育学部 総務係 総務課関係 越谷保育専門学校（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2039年3月31日
教育学部 総務係 電話関係 電話設置・廃止申請（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（諸要額算定資料）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（事務担当者会議資料）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（諸要額算定資料）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（諸要額算定資料）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（諸要額算定資料）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（諸要額算定資料）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 特殊教育就学奨励費交付金関係 特殊教育就学奨励費交付金関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物及び劇物の管理関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物及び劇物の管理関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等使用責任者指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物及び劇物の管理関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等使用責任者指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等点検表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物及び劇物の管理関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等使用責任者指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等点検表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物及び劇物の管理関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等使用責任者指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 毒物・劇物関係 毒物等点検表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会（評議員会開催通知含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会（評議員会開催通知含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会（評議員会開催通知含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会（評議員会開催通知含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会（評議員会開催通知含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係長 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係長 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2018年3月31日
教育学部 総務係 日本教育大学協会関係 日本教育大学協会報（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係長 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 日本体育・学校保健センター関係 日本体育・学校保健センター災害共済給付契約に係る児童生徒等加入者数の報告(写)（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 農場関係 生産品の生産報告・受入命令及管理通知・処分決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 農場関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 農場関係 物品売払措置請求及売払契約決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品供用官異動承認申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品管理計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品管理計算書及び証拠書類（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品検査書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品増減及び現在額通知書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・管理・出納簿（乙）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品管理換関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品分類替関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品使用簿 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品購入等請求票（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品購入等請求票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品購入等請求票（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 物品関係 物品購入等請求票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書保存台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事異動通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書保管台帳（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書保管台帳（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書処理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2016年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 文書接受 人事課諸法規通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便切手・ハガキ受払い簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便物発送簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 電報発信簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 特殊文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便切手・ハガキ受払い簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便物発送簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 電報発信簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便切手・ハガキ受払い簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便物発送簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 電報発信簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 電報発信簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便切手・ハガキ受払い簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便物発送簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 電報発信簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便切手・ハガキ受払い簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 文書発送 郵便物発送簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 保険関係 社会保険・雇用保険関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 保険関係 社会保険・雇用保険関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 保険関係 社会保険・雇用保険関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 保険関係 社会保険・雇用保険関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 保険関係 社会保険・雇用保険関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 名誉教授 名誉教授称号授与関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 名誉教授 名誉教授称号授与関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 名誉教授 名誉教授称号授与関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 夜間・宿日直勤務関係 宿日直関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 夜間・宿日直勤務関係 宿日直関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 夜間・宿日直勤務関係 宿日直関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 夜間・宿日直勤務関係 宿日直関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 夜間・宿日直勤務関係 宿日直関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算配分関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算要求関係書類（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算差引簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 営繕関係要求関係書類（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 諸要求関係書類（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 科目別・経理分類別集計表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 基準予算関係資料（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算配分関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
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教育学部 総務係 予算関係 予算要求関係書類（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算差引簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 営繕関係要求関係書類（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 諸要求関係書類（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 科目別・経理分類別集計表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 基準予算関係資料（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成９年） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算配分関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算要求関係書類（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算差引簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 営繕関係要求関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 諸要求関係書類（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 科目別・経理分類別集計表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 基準予算関係資料（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１０年） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 科目別・経理分類別集計表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 諸要求関係書類（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算差引簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算配分関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算要求関係書類（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 営繕関係要求関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１１年） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 営繕関係要求関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 科目別・経理分類別集計表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 諸要求関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算差引簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算配分関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 予算要求関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１２年） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2015年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2017年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2018年3月31日
教育学部 総務係 予算関係 概算要求関係書類（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部学務係 2019年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 出張復命書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 事務連絡確認簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 出張復命書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 事務連絡確認簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 出張復命書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 事務連絡確認簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2012年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 事務連絡確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 出張復命書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 事務連絡確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 出張復命書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 総務係 旅行命令等関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座事務職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 1999年6月10日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 教員選考関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科会議関連文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座事務職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2000年6月7日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 教員選考関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 入試関係名簿（出題、監督）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 教員選考関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 入試関係名簿（出題、監督）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 学内会議等 入試関係名簿（出題、監督）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座学部事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 卒業制作・論文（平成１１年度）記録 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試採点（筆記、口述）（推薦、編入学試験、大学院入試）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学部事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座学部事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 卒業制作・論文（平成１２年度）記録 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 修士制作・論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試採点（筆記、口述）（推薦、編入学試験、大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 修士制作・論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 論文制作・論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試採点（筆記、口述）（推薦、編入学試験、大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座主任 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 修士制作・論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 論文制作・論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 過去の入試問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 修士制作・論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 教育関係文書 論文制作・論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部美術教育講座作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座作成教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育講座作成教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 美術教育講座 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部美術教育申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 1998年4月1日 5年 2004年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2010年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座構成員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2010年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2010年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2011年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2011年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2011年3月31日
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教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2011年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2012年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部講座事務室事務 廃棄 2013年3月31日
教育学部 幼児教育講座 管理・運営関係文書 講座内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部幼児教育講座事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座予算委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部音楽教育講座主任 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座予算委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部講座予算委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部講座予算委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部講座予算委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2010年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2011年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座事務室 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座主任 廃棄 2012年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 講座事務室 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 研究室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 廃棄 2013年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 学年末・中間試験問題平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
教育学部 理科教育講座 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部理科教育講座指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 講座研究室 文部科学省埼玉大学教育学部英語教育講座指導教官 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 年末調整関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 年末調整関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 年末調整関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 会計関係 その他 年末調整関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2015年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2016年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2017年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2018年3月31日
附属小学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守及び監守計画表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2020年3月31日
附属小学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害給付金 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（歳入歳出外） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害給付金 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（歳入歳出外） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害給付金 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（歳入歳出外） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害給付金 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（歳入歳出外） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害給付金 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品請求原符 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品管理通知書 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品使用簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品請求原符 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品管理通知書 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品使用簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品使用簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 物品使用簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 物品関係 毒物等使用責任者指定簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員
附属小学校 会計関係 物品関係 毒物等点検表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員
附属小学校 会計関係 物品関係 毒物等受払簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算配分関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算配分関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2015年3月31日
附属小学校 会計関係 予算関係 予算要求関係 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2016年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 日課表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 教科用図書配当表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校日誌 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 出席簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 健康診断に関する表簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 職員の名簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 日課表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 教科用図書配当表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校日誌 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 出席簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 健康診断に関する表簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 職員の名簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 日課表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 職員の名簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 教科用図書配当表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 出席簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 健康診断に関する表簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校日誌 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2017年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 日課表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 職員の名簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校日誌 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 教科用図書配当表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 日課表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 職員の名簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 学校日誌 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 その他表簿関係 教科用図書配当表 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
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附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（指導に関する記録）その写し及び抄本（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（指導に関する記録）その写し及び抄本（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（指導に関する記録）その写し及び抄本（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2015年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2016年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2017年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2018年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2019年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2020年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2021年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2022年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2023年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2024年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2025年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2026年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2027年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2028年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2029年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2030年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2031年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2032年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2033年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2034年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2035年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2036年3月31日
附属小学校 学校教育法施行規則 指導要録 指導要録（学籍に関する記録）その写し及び抄本（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2037年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 通学証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 諸証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 通学証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 諸証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 通学証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 諸証明書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2015年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2016年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2017年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2018年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2019年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2020年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2021年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2022年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2023年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2024年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2025年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2026年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2027年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2028年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2029年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2030年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2031年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2032年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2033年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2034年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2035年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2036年3月31日
附属小学校 学務関係 証明関係 学校要覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2037年3月31日
附属小学校 教育 その他表簿関係 健康診断に関する表簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 その他表簿関係 学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 その他表簿関係 健康診断に関する表簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 その他表簿関係 学校医・歯科医・薬剤師執務記録簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 会議 職員会議資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 会議 学校評議員会資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 会議 職員会議資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 会議 学校評議員会資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 会議 職員会議資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 会議 学校評議員会資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（指導に関するもの）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 学籍 出席簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 学籍 卒業証書授与台帳（平成８年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（指導に関するもの）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 学籍 出席簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（指導に関するもの）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 学籍 出席簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 学籍 出席簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（指導に関するもの）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（指導に関するもの）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 学籍 出席簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2015年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2016年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2017年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2018年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2019年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2020年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2021年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2022年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2023年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2024年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2025年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2026年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2027年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2028年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2029年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2030年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2031年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2037年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2038年3月31日
附属小学校 教育 学籍 指導要録（学籍に関するもの）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2038年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食施設等点検票（第１票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食およびその取扱い定期検査票（第２票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況検査票（第３票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 定期検便実施検査処置票（第４票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食食材の検収・鑑別・受取・保管の状況定期検査票（第５票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票（第６票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食日常点検票（第７票）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 検食記録簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 調理作業工程表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 給食室衛生検査記録簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 洗浄・消毒記録簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食金銭出納簿（含給食費徴収簿）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 給食 献立栄養価綴（平成１０年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食施設等点検票（第１票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食およびその取扱い定期検査票（第２票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況検査票（第３票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 定期検便実施検査処置票（第４票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食食材の検収・鑑別・受取・保管の状況定期検査票（第５票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票（第６票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食日常点検票（第７票）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
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附属小学校 教育 給食 検食記録簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 調理作業工程表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 作業日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 給食室衛生検査記録簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 洗浄・消毒記録簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食金銭出納簿（含給食費徴収簿）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食およびその取扱い定期検査票（第２票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食施設等点検票（第１票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 調理作業工程表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食日常点検票（第７票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 作業日誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食食材の検収・鑑別・受取・保管の状況定期検査票（第５票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況検査票（第３票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票（第６票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 定期検便実施検査処置票（第４票）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 洗浄・消毒記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食金銭出納簿（含給食費徴収簿）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 検食記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 給食室衛生検査記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食およびその取扱い定期検査票（第２票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食施設等点検票（第１票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 調理作業工程表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食日常点検票（第７票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 作業日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食食材の検収・鑑別・受取・保管の状況定期検査票（第５票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況検査票（第３票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票（第６票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 定期検便実施検査処置票（第４票）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 洗浄・消毒記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食金銭出納簿（含給食費徴収簿）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 検食記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 給食室衛生検査記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食およびその取扱い定期検査票（第２票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食施設等点検票（第１票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 調理作業工程表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食日常点検票（第７票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 作業日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食食材の検収・鑑別・受取・保管の状況定期検査票（第５票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食従事者の衛生管理状況及び検食、保存食の状況検査票（第３票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食における衛生管理体制及び活動状況定期検査票（第６票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 定期検便実施検査処置票（第４票）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 洗浄・消毒記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 学校給食金銭出納簿（含給食費徴収簿）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 検食記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 給食 給食室衛生検査記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校栄養士 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 給食室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 教育実習 教育実習運営諸資料（配属表を含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教育実習 参観実習要覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教育実習 実習生調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（国語科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（社会科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（算数科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（理科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（生活科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（音楽科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（図画工作科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（家庭科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（体育科）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（教育課程）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（道徳）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（特別活動）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教科等 指導計画（総合的な学習の時間）　（平成１４～１６年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 学校要覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 年間行事予定表（各学期）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 時間割（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 日課表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 校務分掌一覧表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 教科書無償給与事務関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 教科書採択関係文書綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 児童名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 学校通信・学年通信綴（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 教務 学校要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 年間行事予定表（各学期）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 時間割（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 日課表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 校務分掌一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 教科書無償給与事務関係書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 児童名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 教務 年間行事予定表（各学期）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 教務 時間割（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 教務 校務分掌一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 教務 児童名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 教務 年間行事予定表（各学期）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 教務 時間割（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 教務 校務分掌一覧表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 教務 年間行事予定表（各学期）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 教務 時間割（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 教務 校務分掌一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 教務 学校要覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2038年3月31日
附属小学校 教育 教務 学校要覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2039年3月31日
附属小学校 教育 行事 林間学校児童しおり・実施計画（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 行事 臨海学校児童しおり・実施計画（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 行事 入学式要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 行事 卒業式要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 行事 運動会プログラム綴（平成１２年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 行事 音楽会プログラム綴（平成１２年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 行事 入学式要覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 行事 入学式要覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 行事 入学式要覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 図書 図書目録（平成８年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 日誌 学校日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 日誌 学校日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 日誌 学校日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 日誌 学校日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学児童募集要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 検査日程等説明会資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学検査問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙等 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 合格後の手続きについて（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 新入学児童説明会資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学児童募集要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 学校案内資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 検査日程等説明会資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学検査問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙等 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 合格後の手続きについて（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 新入学児童説明会資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 新入学児童説明会資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学児童募集要項（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 学校案内資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 検査日程等説明会資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学検査問題（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙等 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 合格後の手続きについて（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学児童募集要項（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 学校案内資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 検査日程等説明会資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学検査問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 合格後の手続きについて（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 学校案内資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 検査日程等説明会資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学検査問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
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附属小学校 教育 入検・進路指導 合格後の手続きについて（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
附属小学校 教育 入検・進路指導 入学児童募集要項（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 副校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康診断票（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康観察簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 日本体育・学校健康センター関係文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 防災計画書（含む自営消防組織表）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防施設等点検結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 校舎機械警備点検結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 保健だより（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 理科関係毒物等受払簿綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理科研究室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 保健関係毒物等受払簿綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 毒物劇物関係文書綴（平成１０年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1998年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 毒物等使用責任者指定簿綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 理科関係毒物等点検表綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理科研究室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 保健関係毒物等点検表綴（平成１１年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康診断票（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康観察簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 日本体育・学校健康センター関係文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 防災計画書（含む自営消防組織表）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防施設等点検結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 校舎機械警備点検結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 薬品管理簿綴（平成１２年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理科研究室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 水泳指導日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 浄化装置点検表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 防災計画書（含む自営消防組織表）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 水泳指導日誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 浄化装置点検表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康診断票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 日本体育・学校健康センター関係文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康観察簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防施設等点検結果報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 防災計画書（含む自営消防組織表）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 水泳指導日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 浄化装置点検表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康診断票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 日本体育・学校健康センター関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康観察簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防施設等点検結果報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 防災計画書（含む自営消防組織表）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 水泳指導日誌（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 浄化装置点検表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校担当者 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康診断票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 日本体育・学校健康センター関係文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 健康観察簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防施設等点検結果報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2014年3月31日
附属小学校 教育 保健・安全管理 消防署立ち入り検査通知書綴（平成１０年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1998年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2036年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究協議会開催案内綴（平成８年度～） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究紀要・研究協議会要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 授業研究会等会議録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究紀要・研究協議会要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究紀要・研究協議会要項（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究紀要・研究協議会要項（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 研究　　 研究　　 研究紀要・研究協議会要項（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校副校長 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 その他文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 県　・市関係文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 その他文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 県　・市関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 その他文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 その他 県　・市関係文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（非常勤職員）（平成１１年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（非常勤職員）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（非常勤職員）（平成１２年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（非常勤職員）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員の勤務報告 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（非常勤職員）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（非常勤職員）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間割振願（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員の勤務報告（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（非常勤職員）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（非常勤職員）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間割振願（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員の勤務報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2013年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（非常勤職員）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（非常勤職員）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間割振願（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員の勤務報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 照会文書等関係 学校基本調査（写）(平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
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附属小学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（写） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（写） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校専門職員 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2010年3月31日
附属小学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2011年3月31日
附属小学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 廃棄 2012年3月31日
附属小学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2014年3月31日
附属小学校 庶務関係 保健・安全保持関係 健康管理担当者及び安全管理担当者の指定簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任
附属小学校 庶務関係 保健・安全保持関係 危険防止主任者名簿 文部省埼玉大学教育学部附属小学校主任 2000年4月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属小学校主任
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和49年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 年末調整関係(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和50年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 年末調整関係(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和51年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 年末調整関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和52年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 年末調整関係(平成14年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和53年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 給与の口座振込等申出書(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 年末調整関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和54年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2015年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和55年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2016年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和56年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2017年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和57年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2018年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和58年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2019年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和59年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2020年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和60年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2021年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和61年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2022年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和62年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2023年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(昭和63年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2024年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成元年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2025年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成2年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2026年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成3年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2027年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成4年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2028年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成5年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2029年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成6年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2030年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成7年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2031年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成8年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2032年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成9年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2033年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成10年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2034年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2035年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2036年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2037年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2038年3月31日
附属中学校 会計関係 その他 学校要覧(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2039年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成6年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成7年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成8年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成9年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成10年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2015年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2016年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2017年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2018年3月31日
附属中学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び国有財産監守計画表(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2019年3月31日
附属中学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 奨学寄付金関係 委任経理金関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品請求書原符(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品請求書原符(返納)(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 修理・修繕伝票（平成11年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品管理通知書(平成11年度)(備品) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品管理通知書(平成11年度)(消耗品) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 毒物等点検表 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月15日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品購入等請求票(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品購入等請求票(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 物品購入等請求票(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 物品関係 毒物等使用責任者指定簿 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月15日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室
附属中学校 会計関係 予算関係 予算要求関係(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算配分関係(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算要求関係(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算配分関係(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算要求関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算配分関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算要求関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算配分関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算要求関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 会計関係 予算関係 予算配分関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 住所変更届(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 退学願(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 住所変更届(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 退学願(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 住所変更届(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 学務関係 その他 退学願(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 身分証明書発行簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 諸証明発行簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 学割発行簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 学割発行簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 身分証明書発行簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 諸証明発行簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 学割発行簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 身分証明書発行簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 学務関係 証明関係 諸証明発行簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(指導に関する記録）（平成１１年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録抄本・指導要録の写し（平成１３年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2000年3月1日 5年 2005年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(指導に関する記録）（平成１２年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録抄本・指導要録の写し（平成１４年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成１３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2001年3月1日 5年 2006年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(指導に関する記録）（平成１３年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録抄本・指導要録の写し（平成１５年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校出身小学校長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成14年度） ３学年主任 2002年3月1日 5年 2007年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(指導に関する記録）（平成１４年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成15年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2003年3月1日 5年 2008年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(指導に関する記録）（平成１５年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成１６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2004年3月1日 5年 2009年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
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附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和５６年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2017年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和５７年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2018年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和５８年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2019年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和５９年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2020年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和６０年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2021年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和６１年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2022年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和６２年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2023年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（昭和６３年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2024年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成元年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2025年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成２年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2026年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成３年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2027年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成４年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2028年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成５年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2029年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成６年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2030年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成７年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2031年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成８年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2032年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成９年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2033年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１０年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2034年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１１年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2035年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１２年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2036年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１３年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2037年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１４年度入学） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2038年3月31日
附属中学校 教育関係 学籍 指導要録(学籍に関する記録）（平成１５年度入学） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校学級担任 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2039年3月31日
附属中学校 教育関係 教科 年間指導計画（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教科主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教科 年間指導計画（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教科主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教科 年間指導計画（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校教科主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教科 年間指導計画（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校教科主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教科 年間指導計画（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教科主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 年間行事予定表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 時間割（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教務部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 日課表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 校務分掌一覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書採択関係文書(平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教務部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書無償給与関係書類(平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教務部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 生徒名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 年間行事予定表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 時間割（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 日課表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 校務分掌一覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書採択関係文書(平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書無償給与関係書類(平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 生徒名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 時間割（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2003年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 年間行事予定表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 時間割（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 日課表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 校務分掌一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書無償給与関係書類(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 職員会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校評議員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 生徒名簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 年間行事予定表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 時間割（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 日課表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 校務分掌一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 職員会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校評議員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書無償給与関係書類(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 職員会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 学校評議員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 年間行事予定表（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 日課表（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 校務分掌一覧（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書採択関係文書(平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 教務 教科用図書無償給与関係書類(平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2016年3月31日
附属中学校 教育関係 行事 修学旅行　実施計画・しおり（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2003年6月1日 1年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 行事 附中祭プログラム・しおり（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校指導部長 2003年6月1日 1年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 行事 林間学校　実施計画・しおり（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校２学年主任 2003年6月1日 1年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 行事 卒業式要覧（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校３学年主任 2004年3月1日 1年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校日直教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校日直教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校日直教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校日直教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校日直教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 学校説明会資料（平成１４年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 新入生保護者会要項（平成１４年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 入学検査問題（平成１２年度入試） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 1999年12月1日 5年 2005年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 募集要項(平成１６年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年12月1日 1年 2005年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 新入生保護者会要項（平成15年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 学校説明会資料（平成15年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 入学検査問題（平成１３年度入試） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2000年12月1日 5年 2006年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 新入生保護者会要項（平成１６年度入試） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 学校説明会資料（平成１６年度入試） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 入学検査問題（平成１４年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2001年12月1日 5年 2007年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 入学検査問題（平成15年度入試） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2002年12月1日 5年 2008年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 入試・進路指導 入学検査問題（平成１６年度入試） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校校内教頭 2003年12月1日 5年 2009年3月31日 紙 校長室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 健康診断票（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校養護教諭 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 日本体育学校保健センター関係文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校保健主事 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 防災計画（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校教務部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 毒物等受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校理科主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 理科準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 健康診断票（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校養護教諭 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 日本体育学校保健センター関係文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校保健主事 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 防災計画（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 毒物等受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校理科主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理科準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 健康診断票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校養護教諭 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 日本体育学校保健センター関係文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校保健主事 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 防災計画（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 毒物等受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校理科主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 理科準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 日本体育学校保健センター関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校保健主事 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 健康診断票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 防災計画（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 毒物等受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校理科主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 理科準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 日本体育学校保健センター関係文書（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校保健主事 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 毒物等受払簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校理科主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 理科準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 健康診断票（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校養護教諭 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2015年3月31日
附属中学校 教育関係 保健・安全 防災計画（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校総務部長 2003年4月1日 5年 2010年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成6年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校に関係のある法令(規定の制定・一部改正等)(平成11年度) 法令関係機関 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成7年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校に関係のある法令(規定の制定・一部改正等)(平成12年度) 法令関係機関 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成8年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校に関係のある法令(規定の制定・一部改正等)(平成13年度) 法令関係機関 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成9年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校に関係のある法令(規定の制定・一部改正等)(平成１４年度) 法令関係機関 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成10年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校に関係のある法令(規定の制定・一部改正等)(平成１５年度) 法令関係機関 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2015年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2016年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2017年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2018年3月31日
附属中学校 教官管理関係 表簿関係 学校沿革史(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 副校長室金庫 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2019年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 教育研究（１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究紀要(平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2010年3月31日
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附属中学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 教育研究（１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究紀要(平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究紀要(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 教育研究（１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究紀要(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 教育研究（１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 教育研究（１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 研究関係 研究 研究紀要(平成１５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属中学校研究部長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 文書保管室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校副校長 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 調査・回答文書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 大学関係文書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 県・市関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 その他文書(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 大学関係文書(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 その他文書(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 県・市関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 調査・回答文書(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 大学関係文書(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 その他文書(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 県・市関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 その他 調査・回答文書(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 海外渡航関係 海外渡航申請関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 海外渡航関係 海外渡航申請関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 海外渡航関係 海外渡航申請関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成11年) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成11年) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等割振願(変更を含む)(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 常勤職員の勤務状況報告(写)(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成12年) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成12年) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等割振願(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等変更願(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成13年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成13年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等割振願(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等変更願(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成14年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成14年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成15年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成15年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成１５年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿(平成１６年) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2015年3月31日
附属中学校 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿(平成１６年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2015年3月31日
附属中学校 庶務関係 出張関係 旅行命令簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 出張関係 旅行命令簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 出張関係 旅行命令簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 出張関係 旅行命令簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 出張関係 旅行命令簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 諸手当関係(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 諸手当関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 公務災害関係(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 諸手当関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 公務災害関係(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 諸手当関係 公務災害関係(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 学校基本調査(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 人事関係（採用・退職）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係(平成１５年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 郵便切手受払簿(平成11年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2010年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 郵便切手受払簿(平成12年度) 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2011年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 郵便切手受払簿(平成13年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿(平成1３年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2012年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 郵便切手受払簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿(平成１４年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 廃棄 2013年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 文書処理 郵便切手受払簿(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 2014年3月31日
附属中学校 庶務関係 保健・安全保持関係 健康管理担当者及び安全管理担当の指名簿 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1994年7月1日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室
附属中学校 庶務関係 保健・安全保持関係 危害防止主任者名簿 文部省埼玉大学教育学部附属中学校事務室 1996年5月14日 指名解除まで 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属中学校事務室
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2013年3月31日
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附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2014年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2015年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2016年3月31日
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当）
附属養護学校 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2018年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 予算配分（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 予算配分（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 予算配分（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 予算配分（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2014年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2014年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2014年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2015年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2015年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2015年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2016年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2016年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成12年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2016年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成１3年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2017年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成１3年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校事務主任 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2017年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成１3年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2017年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 基準概算（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員〔附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2018年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 一般設備（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2018年3月31日
附属養護学校 会計関係 予算関係 営繕（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 j事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2018年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（指導に関する記録）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（指導に関する記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 卒業生台帳（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（指導に関する記録）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校学部主事 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校学級担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（指導に関する記録）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校教務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校教務主任 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 出席簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2017年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2018年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2019年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2020年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2021年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2022年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2023年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2024年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2025年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2026年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2027年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2028年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2029年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2030年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2031年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2032年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2033年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2034年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2035年3月31日
附属養護学校 教育関係 学籍 指導要録（学籍に関する記録）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2036年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 教科書採択・無償給与関係文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 学校要覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 教科書採択・無償給与関係文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 学校評議員（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校副校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 職員会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校校長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 学校評議員（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 教育関係 教務 職員会議(平成14年度) 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員(附属養護学校事務担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 教育関係 図書 図書目録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 カード 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 図書 図書目録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 カード 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 日誌 学校日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 入学選考 募集要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 入学選考 募集要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 児童・生徒健康診断書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 防災マニュアル（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 自衛消防組織表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 プール日誌・プール記録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 児童・生徒健康診断書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 防災マニュアル（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 自衛消防組織表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 プール日誌・プール記録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 児童・生徒健康診断書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 2001年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 廃棄
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 プール日誌・プール記録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校小学部教官 2001年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小学部教官準備室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校小学部教官 廃棄
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 児童・生徒健康診断書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 教育関係 保健安全管理 プール日誌・プール記録（平成14年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 保健室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校養護教諭 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 研究関係 研究 研究収録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 研究関係 研究 研究協議会案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 研究関係 研究 研究収録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校研究担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 県・市町村関係文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官会議室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 給食関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 その他文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 県・市町村関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日

附属養護学校 庶務関係 その他 給食関係（平成１４年度）
文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員〔附属養護学校（附属養護
学校事務担当）

2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日

附属養護学校 庶務関係 その他 その他文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2034年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2035年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2036年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2037年3月31日
附属養護学校 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2038年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 休暇簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 超過勤務命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 代休指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間等割振願（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務状況報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 旅行命令簿（写し）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 休暇簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 超過勤務命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 代休指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間等割振願（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務状況報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 旅行命令簿（写し）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
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附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 休暇簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 超過勤務命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 代休指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間等割振願（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務状況報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 旅行命令簿（写し）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 休暇簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間等割振願（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務状況報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 代休指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 超過勤務命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 旅行命令簿（写し）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 勤務時間報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 勤務時間関係 出勤簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 資料 学校要覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2037年3月31日
附属養護学校 庶務関係 資料 学校要覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2038年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 扶養手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 住居届（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 財形貯蓄関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 育児休業（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 通勤手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 育児休業（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 財形貯蓄関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 児童手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 住居届（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 通勤手当（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 諸手当関係 扶養手当（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 人事（採用・転任関係）（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 非常勤職員（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 パート職員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 併任・兼業（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 海外研修・渡航関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 レクリエーション関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 パート職員（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 レクリエーション関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 海外研修・渡航関係（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 人事（採用・転任関係）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 非常勤職員（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 人事関係 併任・兼業（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（学内）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（その他）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 はがき・切手受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2010年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（学内）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（その他）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 はがき・切手受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2011年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（その他）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（学内）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 はがき・切手受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校） 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙等 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2012年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 はがき・切手受払簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（その他）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属養護学校 庶務関係 文書処理 文書処理簿（学内）（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属養護学校専門職員（附属養護学校事務担当） 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 給与の口座振替等申出書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 年末調査関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 給与の口座振替等申出書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 年末調査関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 給与の口座振替等申出書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 年末調査関係（平成８年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 給与の口座振替等申出書（平成14年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2027年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2028年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2029年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2030年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2031年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2032年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2033年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2034年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2035年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2036年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2037年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 学校要覧（小学校・中学校・養護学校）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2038年3月31日
附属幼稚園 会計関係 その他 年末調査関係（平成１３年度） 附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 附属幼稚園 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2014年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2015年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2016年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2017年3月31日
附属幼稚園 会計関係 国有財産関係 国有財産監守者等報告及び監守計画表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2018年3月31日
附属幼稚園 会計関係 奨学寄附金関係 委任経理金関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年7月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 奨学寄附金関係 委任経理金関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 奨学寄附金関係 委任経理金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金関係 H.11 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金関係 H.12 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月3日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月3日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金関係 H.13 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 日本体育・学校健康センター災害共済給付金関係 H.１４ 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 日本体育・学校健康センター関係 現金出納簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品請求原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品管理通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品請求原符（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品管理通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品管理通知書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成８年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品請求原符（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品管理通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品請求原符（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 物品関係 物品使用簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算配分関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2014年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2015年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2016年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2017年3月31日
附属幼稚園 会計関係 予算関係 予算要求関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2018年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 修了生名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 園務分掌綴り（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 教育課程（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
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附属幼稚園 教育関係 教務 園児名簿（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 修了生名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 園日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 園務分掌綴り（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 教育課程（平成１０年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 園児名簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 幼稚園学校評議員会会議録（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月2日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 附属幼稚園職員会議録（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月2日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 修了生名簿（平成１3年度） 附属幼稚園 2001年4月2日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄
附属幼稚園 教育関係 教務 幼稚園学校評議員会会議録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 教育関係 教務 教育課程（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 教育関係 研究 研究協議会開催案内（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 研究 研究紀要（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 園児募集要項（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 入園案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 新入園児保護者会資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 園児募集要項（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 入園案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 新入園児保護者会資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 園児募集要項（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 入園案内（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 入試 新入園児保護者会資料（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園副園長 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 欠席状況一覧表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 体重測定値一覧表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園担当教官 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 日本体育学校保健センター関係文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 防災計画書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 自衛消防組織表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 消防設備点検結果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 防火管理者選任（解任）届（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 欠席状況一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 体重測定値一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園担当教官 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 日本体育学校保健センター関係文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 防災計画書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 自衛消防組織表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 消防設備点検結果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 防災計画書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 自衛消防組織表（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 消防設備点検結果報告書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 日本体育学校保健センター関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 自衛消防組織表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 防災計画書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 教育関係 保健・安全管理 消防設備点検結果報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園事務主任 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 その他 大学関係文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 その他 派遣依頼・開催通知関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写し）（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振り替え及び半日勤務時間の割り振り変更簿 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間等割振表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写し）（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 週休日の振り替え及び半日勤務時間の割り振り変更簿 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写し）（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況報告書（平成13度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 代休指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 特殊勤務手当実績及び整理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 附属幼稚園 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況報告書（平成１４度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 医師及び薬剤師の来学状況報告書（平成１４度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 超過勤務命令書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 出勤簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 勤務状況関係 勤務時間報告書（写し）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年5月17日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 照会文書等関係 附属学校調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年5月17日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 普通昇級発令関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 諸手当上申書（平成１3年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 人事関係（昇級・退職）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月2日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 諸手当上申書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 人事異動通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 職員健康診断受診結果（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 普通昇級発令関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 非常勤講師関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 人事関係 人事関係（昇級・退職）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 郵便切手受払簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 郵便切手受払簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 文書処理簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 郵便切手受払簿（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 文書処理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 庶務関係 文書処理関係 郵便切手受払簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和４９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 健康診断表（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 出席簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 園日誌（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園概覧（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 健康診断表（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 出席簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 園日誌（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園概覧（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録指導に関する記録（平成１２年度） 附属幼稚園 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2011年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 健康診断表（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園概覧（平成８年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録指導に関する記録（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 出席簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 園日誌（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 健康診断表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録指導に関する記録（平成14年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 出席簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 園日誌（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園概覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2013年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2014年3月31日
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附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2015年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2016年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2017年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2018年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2019年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和５９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2020年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和６０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2021年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和６１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2022年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和６２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2023年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（昭和６３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2024年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成元年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2025年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2026年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成３年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2027年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成４年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2028年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成５年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2029年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成６年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2030年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成７年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2031年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成８年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2032年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成９年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2033年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１０年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2034年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１１年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2035年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１２年度） 文部省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2036年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成13年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2037年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 2038年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録指導に関する記録（平成１１年度） 附属幼稚園 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2010年3月31日
附属幼稚園 幼稚園児関係 その他 幼稚園幼児指導要録学籍に関する記録（平成１３年度） 附属幼稚園 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教官室 文部科学省埼玉大学教育学部附属幼稚園 廃棄 2012年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップについてのアンケート調査票　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年7月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加者の推薦（民間企業）について　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年7月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加希望者（埼玉県庁）について　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年6月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップについてのアンケート調査票　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年7月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加者の推薦（民間企業）について　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年7月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加希望者（埼玉県庁）について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年6月5日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップについてのアンケート調査票　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年7月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加者の推薦（民間企業）について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年7月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加希望者（埼玉県庁）について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年6月5日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップについてのアンケート調査票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年7月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加者の推薦（民間企業）について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年7月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加希望者（埼玉県庁）について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年6月5日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップについてのアンケート調査票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年7月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 インターンシップ関係 インターンシップ関係 インターシップ参加者の推薦（民間企業）について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年7月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 その他 各種委員の発令上申 各種委員発令上申書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 その他 各種委員の発令上申 各種委員発令上申書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 その他 各種委員の発令上申 各種委員発令上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 各機関関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 文部省関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 文部省関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 各機関関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 文部科学省関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 その他 照会文書等関係 各機関関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生の入学手続きの通知文書  平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生の入学手続きの通知文書  平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生の入学手続きの通知文書  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生の入学手続きの通知文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生の入学手続きの通知文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 国立１２大学経済学部、経営学部学部長及び事務長会議（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 国立１２大学経済学部、経営学部学部長及び事務長会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 国立１２大学経済学部、経営学部学部長及び事務長会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 国立１２大学経済学部、経営学部学部長及び事務長会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 国立１２大学経済学部、経営学部学部長及び事務長会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 会議等 学外会議 夜間教育実施大学学部長・第二部主事会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 人事委員会（平成１１度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 人事委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 人事委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 人事委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 人事委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2015年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2016年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2017年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2018年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2019年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2020年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2021年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2022年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2023年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2024年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成元年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2025年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成２年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2026年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成３年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2027年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成４年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2028年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成５年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2029年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成５年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2029年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成６年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2030年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成６年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2030年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成７年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2031年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成７年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2031年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2032年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2032年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成９年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2033年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成９年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2033年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2034年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2034年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2035年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2035年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2036年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2036年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2037年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2037年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2038年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2038年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 教授会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2039年3月31日
経済学部 会議等 学部内会議 研究科委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2039年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成６年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人研究員関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成７年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人研究員関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人研究員関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成９年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人研究員関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人研究員関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2015年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2016年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2016年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2018年3月31日
経済学部 外国人教師等 外国人教師等 外国人教師関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2019年3月31日
経済学部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学日本学術振興会 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学日本学術振興会 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学日本学術振興会 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
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経済学部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学日本学術振興会 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 外部資金関係 科学研究費補助金関係 送金通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学日本学術振興会 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入決定通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金申込書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経理課 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 外部資金関係 歳入歳出外現金関係 奨学寄附金受入通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 学位記発行関係 学位記発行関係 卒業・修了者名簿  平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 学位記発行関係 学位記発行関係 卒業・修了者名簿  平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 学位記発行関係 学位記発行関係 卒業・修了者名簿  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 学位記発行関係 学位記発行関係 卒業・修了者名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 学位記発行関係 学位記発行関係 卒業・修了者名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 学位記発行関係 卒業関係 卒業生名簿（学部） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1969年3月29日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係
経済学部 学内交通規制関係 入構許可関係 入構許可証関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 学部・学科等の設置、改廃 設置 設置計画書 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2028年3月31日
経済学部 学部・学科等の設置、改廃 設置 設置計画書（平成13年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年7月31日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2037年3月31日
経済学部 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 埼玉大学大学院経済科学研究科設置計画書 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2028年3月31日
経済学部 学部・学科等の設置、改廃 設置、廃止、改組、名称変更、学生定員変更 埼玉大学大学院経済科学研究科経済科学専攻博士後期課程設置計画書 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年7月31日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2037年3月31日
経済学部 刊行物等 自己点検評価 経済学部自己点検・評価報告書（平成７年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 刊行物等 自己点検評価 経済学部自己点検・評価報告書（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 刊行物等 自己点検評価 経済学部自己点検・評価報告書（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年3月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2017年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教官組織表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教官組織表（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 教官組織表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 教育・研究関係 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生成績一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2013年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 廃棄 2013年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2014年3月31日
経済学部 教育・研究関係 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学経済学部指導教官 2014年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究の契約に関する文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 共同研究の契約に関する文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究の契約に関する文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 共同研究の契約に関する文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究の契約に関する文書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究の契約に関する文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 契約関係 受託研究・共同研究関係 受託研究の契約に関する文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 健康・安全管理関係 安全管理関係 安全管理・点検調査関係書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 健康・安全管理関係 安全管理関係 安全管理・点検調査関係書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 健康・安全管理関係 安全管理関係 安全管理・点検調査関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書　平成9年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年4月1日 5年 2003年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の不合格決定通知書　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の入学手続き通知文書　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生終了・中止届　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の不合格決定通知書　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の入学手続き通知文書　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生終了・中止届　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の入学手続き通知文書　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の不合格決定通知書　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生終了・中止届　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の入学手続き通知文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の不合格決定通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生終了・中止届（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書　平成10年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の書類審査の結果文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の入学手続き通知文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生の不合格決定通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 研究生関係 研究生関係 研究生終了・中止届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 個別学力関係 概要関係 学部案内（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力関係 概要関係 大学院案内（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力関係 調査関係 入学に関する調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 帰国子女特別選抜（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 社会人特別選抜（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 推薦入学（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 第３年次編入学（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 私費外国人特別選抜（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 経済科学研究科関係（一般選抜・社会人特別選抜・外国留学生選抜）(平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 一般選抜関係（個別学力試験）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 中国引揚者等子女特別選抜関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 国費留学生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 帰国子女特別選抜（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 社会人特別選抜（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 推薦入学（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 第３年次編入学（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 私費外国人特別選抜（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 経済科学研究科関係（一般選抜・社会人特別選抜・外国留学生選抜）(平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 一般選抜関係（個別学力試験）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 中国引揚者等子女特別選抜関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 国費留学生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 帰国子女特別選抜（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 推薦入学（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 社会人特別選抜（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 第３年次編入学（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 私費外国人特別選抜（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 経済科学研究科関係（一般選抜・社会人特別選抜・外国留学生選抜）(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 一般選抜関係（個別学力試験）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
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経済学部 個別学力検査関係 入学試験 中国引揚者等子女特別選抜関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 国費留学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 帰国子女特別選抜（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 推薦入学（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 社会人特別選抜（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 第３年次編入学（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 私費外国人特別選抜（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 経済科学研究科関係（一般選抜・社会人特別選抜・外国留学生選抜）(平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 一般選抜関係（個別学力試験）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 中国引揚者等子女特別選抜関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 国費留学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 国費留学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 帰国子女特別選抜（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 推薦入学（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 社会人特別選抜（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 第３年次編入学（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 私費外国人特別選抜（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 経済科学研究科関係（一般選抜・社会人特別選抜・外国留学生選抜）(平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 一般選抜関係（個別学力試験）（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 個別学力検査関係 入学試験 中国引揚者等子女特別選抜関係（平成１６年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 交流協定 学術交流協定 学術交流協定書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成６年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成７年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成９年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2015年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の維持・保存関係 国有財産監守計画表（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2015年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産一時使用許可願（平成１１年度） 文部省埼玉大学申請者 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 国有財産一時使用許可書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 国有財産関係 国有財産の使用、貸付関係 光熱水料算出内訳書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 歳入関係 収入関係 領収書及び原符（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 歳入関係 収入関係 現金払込仕訳書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 歳入関係 収入関係 徴収簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 支出関係 支出関係 タクシーチケット利用確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 進路希望調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 内定調査（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 求人データの入力（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 求人データの入力（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 進路希望調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 内定調査（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 進路希望調書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 内定調査（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 進路希望調書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 内定調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 進路希望調書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 就職関係 就職関係 内定調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 宿舎関係 宿舎選考 宿舎入居申込に係る原議書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 消防・防災 消防署届け出関係 防火管理者選任（解任）届出書（写）（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 消防・防災 消防署届け出関係 防火管理者選任（解任）届出書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2015年3月31日
経済学部 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定記録書等（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部事務長 2002年3月31日 3年 2005年3月31日 紙 事務長室 文部科学省埼玉大学経済学部事務長 廃棄 2010年3月31日
経済学部 職員の勤務評定関係 勤務評定記録書等 勤務評定記録書等（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部事務長 2003年3月31日 3年 2006年3月31日 紙 事務長室 文部科学省埼玉大学経済学部事務長 廃棄 2011年3月31日
経済学部 職員の服務及び勤務時間関係 職員の服務及び勤務時間関係 職務専念義務免除（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 職員の服務及び勤務時間関係 職員の服務及び勤務時間関係 職務専念義務免除（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 職員の服務及び勤務時間関係 職員の服務及び勤務時間関係 職務専念義務免除（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 人事記録等 人事記録及び人事記録に係る附属書類等 人事異動通知書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 人事記録等 人事記録及び人事記録に係る附属書類等 人事異動通知書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 人事記録等 人事記録及び人事記録に係る附属書類等 人事異動通知書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 正規学生関係 学籍異動関係 学籍異動について　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 正規学生関係 学籍異動関係 学籍異動について　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 正規学生関係 学籍異動関係 学籍異動について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 正規学生関係 学籍異動関係 学籍異動について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 正規学生関係 学籍異動関係 学籍異動について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成６年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成７年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成８年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成９年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成１０年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成１１年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成１２年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）平成１３年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学生カード（学部・大学院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 正規学生関係 教務関係 学籍簿（学部） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1969年3月29日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係
経済学部 正規学生関係 教務関係 学籍簿（大学院） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年3月25日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係
経済学部 正規学生関係 転学科関係 転学科許可書　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年10月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 正規学生関係 転学科関係 転学科許可書　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年10月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 正規学生関係 転学科関係 転学科許可書　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年10月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 正規学生関係 転学科関係 転学科許可書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年10月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 正規学生関係 転学科関係 転学科許可書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年10月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和４９年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 時間割（学部・大学院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５０年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５１年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成８年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５２年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成９年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５３年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成１０年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５４年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成１１年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５５年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成１２年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５６年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）平成１３年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５７年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５８年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 演習概要（学部）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和５９年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2020年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和６０年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2021年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和６１年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2022年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和６２年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2023年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）昭和６３年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2024年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）平成元年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2025年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）平成２年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2026年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成３年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2027年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）平成３年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2027年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成４年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2028年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部）平成４年度 文部省埼玉大学経済学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2028年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成５年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2029年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成５年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2029年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成６年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2030年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成６年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2030年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成７年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2031年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成７年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2031年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成８年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2032年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成８年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2032年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成９年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2033年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成９年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2033年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１０年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2034年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１０年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2034年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１１年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2035年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１１年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2035年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１２年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2036年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１２年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2036年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）平成１３年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2037年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）平成１３年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2037年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2038年3月31日



文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

　　備考
（管理簿からの
　削除時期）

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類 作成（取得）

時期
保存期間

保存期間
満了時の
措置結果

経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2038年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 講義概要（学部）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2039年3月31日
経済学部 専門教育関係 学部内資料 履修案内（学部・大学院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2039年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成６年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年3月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成6年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年3月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成6年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年3月30日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 学期末試験実施票（学部・大学院）平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年1月20日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成7年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年2月10日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成７年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年3月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成7年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年3月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 学期末試験実施票（学部・大学院）平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年1月20日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成8年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年2月10日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成8年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年3月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 学期末試験実施票（学部・大学院）平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年1月20日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成８年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年5月20日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成9年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年2月10日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成９年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年3月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成9年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年3月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 学期末試験実施票（学部・大学院）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年1月20日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成10年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年2月10日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成10年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年3月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成10年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年3月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 学期末試験実施票（学部・大学院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2004年1月20日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 履修科目一覧表（学部）平成１１年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年5月20日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年2月10日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年3月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年3月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 履修科目一覧表（学部）平成１２年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年5月20日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年2月20日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年3月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年3月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 履修科目一覧表（学部）平成１３年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年5月20日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年2月20日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年3月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年3月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 履修科目一覧表（学部）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年5月20日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年2月20日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年3月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年3月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 履修科目一覧表（学部）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月20日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 追試験・再試験願（学部）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2004年2月20日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 成績一覧表（学部）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2004年3月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 専門教育関係 教務関係 単位修得認定票（大学院）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2004年3月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 選挙関係 学部長選挙関係 学部長選挙関係（平成６年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 選挙関係 学部長選挙関係 学部長選挙関係（平成８年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 選挙関係 学部長選挙関係 学部長選挙関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 選挙関係 学部長選挙関係 学部長選挙関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2016年3月31日
経済学部 総務事務 その他 証明書交付綴（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 その他 証明書交付綴（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 その他 証明書交付綴（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 海外渡航関係 海外渡航申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 各種届出 本籍変更・改姓届・履歴事項追記願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 代休日の指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 毎月勤労統計調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 代休日の指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 代休日の指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間割り振り変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１４年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 代休日の指定簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 代休日の指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿（平成１５年） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 採用関係 教官公募関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 採用関係 常勤職員雇用上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 採用関係 非常勤職員雇用上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張依頼書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 出張復命書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 大学院関係の俸給の調整額（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 通勤・扶養・住居・児童・単身赴任手当上申書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 大学院関係の俸給の調整額（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 通勤・扶養・住居・児童・単身赴任手当上申書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 大学院関係の俸給の調整額（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 諸手当関係 通勤・扶養・住居・児童・単身赴任手当上申書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 昇給関係 特別昇給（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 昇給関係 普通昇給（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 大学開放事業 公開講座関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 大学開放事業 公開講座関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 大学開放事業 公開講座関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 文部省国際研究集会派遣研究員 申請書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
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経済学部 総務事務 文部省在外研究員 申請書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 文部省在外研究員 申請書（控）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 総務事務 文部省在外研究員 申請書（控）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 総務事務 訃報等 電報関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 総務事務 訃報等 訃報（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成6年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1995年2月20日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成7年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1996年2月20日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成8年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1997年2月20日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成9年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1998年2月20日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成10年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年2月20日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成11年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年2月20日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2015年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成12年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年2月20日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2016年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成13年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年2月20日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2017年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年2月20日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2018年3月31日
経済学部 卒業判定関係 卒業関係 卒業判定資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2004年2月20日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2019年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定申請書  平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月5日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定通知書  平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年5月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定申請書  平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月5日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定通知書  平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年5月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定申請書  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月5日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定通知書  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年5月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月5日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定通知書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年5月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月5日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 単位認定関係 入学前既修得単位関係 入学前既修得単位認定通知書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 短期留学生受入留学生関係 短期留学生受入留学生関係 短期留学推進制度（受入れ）関係　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年10月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 短期留学生受入留学生関係 短期留学生受入留学生関係 短期留学推進制度（受入れ）関係　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年10月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 短期留学生受入留学生関係 短期留学生受入留学生関係 短期留学推進制度（受入れ）関係  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年10月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 短期留学生受入留学生関係 短期留学生受入留学生関係 短期留学推進制度（受入れ）関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年10月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 短期留学生受入留学生関係 短期留学生受入留学生関係 短期留学推進制度（受入れ）関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年10月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 調査・報告関係 学歴照会 学歴照会書について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 学歴照会 学歴照会書について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 学歴照会 学歴照会書について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教員免許基礎資格認定関係証明書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教員免許基礎資格認定関係証明書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教員免許基礎資格認定関係証明書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教員免許基礎資格認定関係証明書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教育実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 教員免許基礎資格認定関係証明書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2014年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 課程認定関係（平成元年度） 文部省埼玉大学経済学部学務係 1989年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2026年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 課程認定関係（平成２年度） 文部省埼玉大学経済学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2026年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 課程認定関係（平成５年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2029年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 課程認定関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2034年3月31日
経済学部 調査・報告関係 教員免許状関係 課程認定関係（平成１1年度） 文部省埼玉大学経済学部学務第二係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第二係 2035年3月31日
経済学部 調査・報告関係 国費留学生関係 国費外国人留学生学業成績報告　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 国費留学生関係 国費外国人留学生学業成績報告（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 国費留学生関係 国費外国人留学生学業成績報告（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 在籍学生数調　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年5月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 大学院関係資料の作成について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年5月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 留年生名簿の提出について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年5月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 学位授与状況等について　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年8月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 授業料免除申請者にかかる成績について 平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の学業成績書の提出について  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の成績証明書交付について  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 日本育英会奨学生の学業成績について  平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年11月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 留年生名簿の提出について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年5月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 在籍学生数調（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年5月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 大学院関係資料の作成について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年5月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 学位授与状況等について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年8月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の学業成績書の提出について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 授業料免除申請者にかかる成績について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 日本育英会奨学生の学業成績について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の成績証明書交付について（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年11月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 留年生名簿の提出について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 在籍学生数調（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 大学院関係資料の作成について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 学位授与状況等について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年8月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の学業成績書の提出について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 授業料免除申請者にかかる成績について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 日本育英会奨学生の学業成績について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 調査関係 奨学生の成績証明書交付について（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年11月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 入構（駐車）許可関係 駐車許可書交付申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年5月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生交流状況調査　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年8月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生数調査　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年10月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生交流状況調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年8月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生数調査（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年10月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生交流状況調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年8月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 調査・報告関係 留学生関係 外国人留学生数調査（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年10月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 病気療養報告 病気休暇 診断書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品請求及び命令書・物品管理通知書・物品供用簿（乙）・物品購入等請求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 倉庫 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品不用決定決議書関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品分類換関係書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品寄附申込（受入）書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品管理計画書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品使用簿 文部省埼玉大学経済学部会計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 物品供用簿 文部省埼玉大学経済学部会計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 物品関係 物品関係 図書文官簿 文部省埼玉大学経済学部会計係 1952年3月25日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係
経済学部 文書処理 文書接受 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 文書処理 文書接受 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 文書処理 文書接受 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 文書処理 文書接受 文書処理簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 文書処理 文書接受 文書処理簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 文書処理 文書発送 郵便料金計器計示額報告書（写）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 名誉教授の称号授与関係 申請書等 名誉教授称号授与原議書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 名誉教授の称号授与関係 申請書等 名誉教授称号授与原議書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 名誉教授の称号授与関係 申請書等 名誉教授称号授与原議書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算配分通知（平成１１年度） 文部省埼玉大学主計課 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算振替書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 基準概算関係資料（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 諸謝金の要求（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学経済学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算配分通知（平成１２年度） 文部省埼玉大学主計課 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算振替書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 基準概算関係資料（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 諸謝金の要求（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１２年度） 文部省埼玉大学経済学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 基準概算関係資料（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 諸謝金の要求（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算配分通知（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算振替書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算配分通知（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 諸謝金の要求（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算振替書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 その他の要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算配分通知（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 教育改善推進費（学長裁量経費）要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
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経済学部 予算関係 予算要求関係 諸謝金の要求（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 予算関係 予算要求関係 予算振替書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部総務係 2014年3月31日
経済学部 留学生関係 国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 留学生関係 国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 留学生関係 国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 留学生関係 国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 留学生関係 国費留学生関係 国費外国人留学生研究旅行（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生のチューター　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生等実地見学旅行　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 学習奨励費関係　平成11年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 1999年4月10日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2010年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生のチューター　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生等実地見学旅行　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 学習奨励費関係　平成12年度 文部省埼玉大学経済学部学務第一係 2000年4月10日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2011年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生のチューター　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生等実地見学旅行　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 学習奨励費関係　平成13年度 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2001年4月10日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2012年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生等実地見学旅行（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生のチューター（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2002年4月10日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 廃棄 2013年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生等実地見学旅行（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 外国人留学生のチューター（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
経済学部 留学生関係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2003年4月10日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学経済学部学務第一係 2014年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線特別健康診断関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年3月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線障害教育訓練関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射性同位元素等の承認、使用に係わる変更承認申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 電離放射性健康診断個人票（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 R I 使用願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射性同位元素取扱施設調査等（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 アイソトープ共同利用施設関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線特別健康診断関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年3月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線障害教育訓練関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射性同位元素等の承認、使用に係わる変更承認申請書（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 電離放射性健康診断個人票（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 アイソトープ共同利用施設関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射性同位元素取扱施設調査等（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 R I 使用願（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線特別健康診断関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年3月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線障害教育訓練関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射性同位元素等の承認、使用に係わる変更承認申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 電離放射性健康診断個人票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 個人線量通知、報告関係（平成１０～１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1998年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線特別健康診断関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年3月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線障害教育訓練関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 ＴＬＤ測定値関係（平成５～１４年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1993年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 電離放射性健康診断個人票（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 アイソトープ取扱関係 アイソトープ取扱関係 放射線特別健康診断関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 その他 その他 理学部長選挙関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 その他 その他 統計・調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 その他 その他 駐車許可関係（平成１５年度前期） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 その他 その他 統計・調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 その他 その他 理学部長選挙関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 その他 その他 卒業生名簿（昭和５４～平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 その他 その他 修了生名簿（昭和５４～平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 その他 その他 修了生名簿（昭和５４～平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 その他 その他 卒業生名簿（昭和５４～平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 その他 その他 理学部長選挙関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修性関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修性関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修性関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 科目等履修生関係 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 理学部長会議等関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 理学部長会議等関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 理学部長会議等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 理学部長会議等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 将来計画・法人化対応委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 理学部長会議等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 将来計画・法人化対応委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 分科会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2038年3月31日
理学部 会議等 学部外会議等 分科会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2039年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教育実習委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分析センター運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 人事委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 将来構想検討委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 将来構想検討委員会（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 専攻主任会議（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教育実習委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 人事委員会（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 安全委員会（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 学部自己評価・広報委員会（平成９～１３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 建物委員会（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 人事委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 将来構想検討委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教育実習委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 人事委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教育実習委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 学科長会議（平成９～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 1997年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 学科長会議（平成９～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 1997年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教育実習委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 人事委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2015年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2015年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2016年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2016年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2017年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2017年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2019年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2019年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2020年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2020年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2021年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2021年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2022年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2022年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2023年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2023年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2024年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2024年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2025年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2025年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2026年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2026年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2027年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成３年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2027年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成４年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2028年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成４年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2028年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成５年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2029年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成５年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2029年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2030年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2030年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2031年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2031年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2032年3月31日



文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

　　備考
（管理簿からの
　削除時期）

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類 作成（取得）

時期
保存期間

保存期間
満了時の
措置結果

理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2032年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2033年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2033年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2034年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2034年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2035年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2035年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2036年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2036年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2037年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 分科会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2037年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2038年3月31日
理学部 会議等 学部内会議等 教授会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長補佐 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2039年3月31日
理学部 外国人留学生関係 外国人留学生関係 外国人留学生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 外国人留学生関係 外国人留学生関係 外国人留学生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 外国人留学生関係 外国人留学生関係 外国人留学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 外国人留学生関係 外国人留学生関係 外国人留学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 外国人留学生関係 外国人留学生関係 外国人留学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 学籍関係 学籍異動関係 学籍異動関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 学籍関係 学籍異動関係 学籍異動関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 学籍関係 学籍異動関係 学籍異動関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 学籍関係 学籍異動関係 学籍異動関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 学籍関係 学籍関係 学籍簿 文部省埼玉大学理学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係
理学部 学籍関係 学籍関係 学籍簿 文部省埼玉大学理学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 より良い学部教育のために 文部省埼玉大学理学部庶務係 1997年7月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５４年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2015年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５４年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2015年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５５年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2016年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５５年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2016年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 理学部教官研究業績一覧（平成１１～１２年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2016年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５６年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2017年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５６年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2017年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５７年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2018年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５７年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2018年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５８年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2019年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５８年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2019年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和５９年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2020年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和５９年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2020年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和６０年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2021年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和６０年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2021年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和６１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2022年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和６１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2022年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和６２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2023年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和６２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2023年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（昭和６３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2024年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（昭和６３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2024年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成元年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2025年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2025年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2026年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2026年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2027年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成３年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2027年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成４年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2028年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成４年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2028年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成５年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2029年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成５年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2029年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2030年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2030年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 講義要目（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2031年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2031年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2032年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2032年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2033年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2033年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2034年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2034年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2035年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2035年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2036年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2036年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2037年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2037年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2038年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2038年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 理学部案内（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2039年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 授業計画（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2039年3月31日
理学部 刊行物関係 刊行物関係 履修案内（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2039年3月31日
理学部 危険物取扱関係 危険物取扱関係 危険物取扱関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 危険物取扱関係 危険物取扱関係 毒物・劇物関係綴（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 危険物取扱関係 危険物取扱関係 毒物等使用責任者指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学科委員名簿（平成１3年度） 基礎化学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 電子情報 学科事務室 基礎化学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学科教室会議議事録（平成１3年度） 基礎化学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 基礎化学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学専攻科会議議事録（平成１3年度） 基礎化学専攻科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 基礎化学専攻科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学科委員名簿（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 電子情報 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学科教室会議議事録（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 基礎化学専攻科会議議事録（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１3年度） 基礎化学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 基礎化学科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2013年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 電子情報 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 過去の大学院入試問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部基礎科学専攻科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１3年度） 基礎化学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 基礎化学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 電子情報 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 過去の大学院入試問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎科学専攻科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 授業評価アンケート（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科長 2000年10月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１3年度） 基礎化学科事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 電子情報 学科事務室 基礎化学科事務室 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 過去の大学院入試問題（平成１3年度） 基礎化学専攻科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 基礎化学専攻科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 修士論文（平成１3年度） 指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 基礎化学専攻科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2013年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 電子情報 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2013年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 過去の大学院入試問題（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2013年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 修士論文（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2013年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2014年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2015年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部基礎化学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2016年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成１3年度） 指導教官 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 学科資料室 基礎化学専攻科長 2017年3月31日
理学部 基礎化学科 教育関係文書 博士論文（平成１4年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2018年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 電子情報 基礎化学科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 カードキー管理簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2003年10月1日 1年 2005年3月31日 電子情報 基礎化学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 基礎化学科委員名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 電子情報 基礎化学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 基礎化学専攻科会議議事録（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 基礎化学専攻科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学専攻科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 基礎化学科教室会議議事録（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 基礎化学科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 基礎科学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 基礎化学科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2014年3月31日
理学部 基礎科学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 基礎化学科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 基礎科学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 基礎化学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 廃棄 2012年3月31日
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理学部 基礎科学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 電子情報 基礎化学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部基礎化学科事務室 2014年3月31日
理学部 基礎科学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度） 指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 指導教官 2014年3月31日
理学部 基礎科学科 教育関係文書 過去の大学院入試問題（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部基礎科学専攻科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 基礎科学専攻科長 文部科学省埼玉大学理学部基礎科学専攻科長 2014年3月31日
理学部 基礎科学科 教育関係文書 博士論文（平成15年度） 指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 指導教官 指導教官 2019年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（控）（平成１１～１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 給与振込申出書（写し）（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 雇用保険関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 勤勉手当関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 昇給・昇格台帳（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（控）（平成１１～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 特別昇給関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 昇給・昇格台帳（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 給与関係 給与関係 昇給・昇格台帳（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育実習関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育職員免許状申請関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教免用基礎資格・単位修得証明書関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育実習関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 介護体験関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育職員免許状申請関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教免用基礎資格・単位修得証明書関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 介護体験関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育実習関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育職員免許状申請関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教免用基礎資格・単位修得証明書関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 他大学等履修関係（平成１１～１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 介護体験関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育実習関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育職員免許状申請関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教免用基礎資格・単位修得証明書関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 介護体験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育実習関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教育職員免許状申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 教育実習等 教育実習等 教免用基礎資格・単位修得証明書関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 勤務時間割振変更願（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 入試超勤関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 超過勤務命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１１年度）非常勤職員分 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１２年）常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 入試超勤関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 超過勤務命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 代休日指定簿（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１２年度）非常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 併任・兼業関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年1月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 併任・兼業関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年1月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 非常勤講師上申等関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年2月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 非常勤講師上申等関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年2月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 非常勤職員任用上申関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年3月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 非常勤職員任用上申関係（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年3月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１３年）常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 勤務時間報告書（写）（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿（平成９～１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成１３年度 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 代休日指定簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 超過勤務命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 入試超勤関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１３年度）非常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１４年）常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 出勤簿（平成１４年度）非常勤職員分 文部省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 週休日の振替及び半日勤務時間の割振変更簿（平成14年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 代休日指定簿（平成14年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 休暇簿（平成９～１５年）常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 休暇簿（平成９～１５年）常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 休暇簿（平成９～１５年度）非常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2013年3月31日
理学部 勤務状況・勤務時間管理 勤務状況・勤務時間管理関係 休暇簿（平成９～１５年度）非常勤職員分 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2013年3月31日
理学部 研究生関係 研究生関係 研究生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 研究生関係 研究生関係 研究生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 研究生関係 研究生関係 研究生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 研究生関係 研究生関係 研究生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 国際規制物質関係 国際規制物質関係 国際規制物質関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 国有財産関係 国有財産（管理含む）関係 国有財産等のキ損関係（平成８～１２年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 国有財産関係 国有財産（管理含む）関係 国有財産監守者指定簿（平成９～１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 国有財産関係 国有財産（管理含む）関係 国有財産補助監守者指定簿（平成９～１３年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 卒業後の進路調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 就職関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 卒業後の進路調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 就職関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 卒業後の進路調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 就職関係 就職関係 就職関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 証明書関係 証明書関係 卒業証明書発行簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 証明書関係 証明書関係 成績証明書発行簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 証明書関係 証明書関係 英文成績証明書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 健康診断関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 勤務評定関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部事務長 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 叙位・叙勲関係（平成１１年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 併任・兼業関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2001年1月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 非常勤講師上申等関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2001年2月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 名誉教授上申関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 叙位・叙勲関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 併任・兼業関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2002年1月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 非常勤講師上申等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年2月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 非常勤職員任用上申関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年3月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 叙位・叙勲関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 併任・兼業関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年1月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 非常勤講師上申等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年2月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 非常勤職員任用上申関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年3月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2015年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2016年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2017年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2018年3月31日
理学部 人事関係 人事関係 定員・現員等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2019年3月31日
理学部 数学科（講座） 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部数学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部数学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 入試答案（編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部数学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科入試委員 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 過去の入試問題（編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部数学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科入試委員 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部数学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部数学科専攻主任 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 入試答案（編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部数学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科入試委員 廃棄 2011年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 過去の入試問題（編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部数学科入試委員 2000年4月1日 3年* 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科入試委員 廃棄 2011年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部科目担当教官 2000年4月1日 3年* 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 数学科（講座） 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部数学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部数学科専攻主任 廃棄 2011年3月31日
理学部 数学科（講座） 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部数学科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 数学科（講座） 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部数学科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 生体制御学科長 2001年4月1日 ３年 2005年3月31日 紙 学科事務室 生体制御学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 生体制御学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 生体制御学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 実験機器利用記録（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科機器管理教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科機器管理教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科毒劇物管理教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科毒劇物管理教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１３年度） 生体制御学科事務室 2001年4月1日 ５年 2007年3月31日 紙 学科事務室 生体制御学科長 廃棄 2012年3月31日
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理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科長 廃棄 2013年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科事務室 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 管理・運営関係文書 過去の入試問題（平成15年度）（大学院） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１１年度）(大学院) 文部省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学専攻入試委員 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）(要旨) 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１２年度）(大学院) 文部省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学専攻入試委員 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）(要旨) 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１３年度）（大学院） 生体制御専攻入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 生体制御学専攻入試委員 廃棄 2012年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）（要旨） 指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 修士論文（平成13年度） 指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１４年度）（大学院） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御専攻入試委員 廃棄 2013年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）（要旨） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 修士論文（平成14年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）（要旨） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2014年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2015年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2016年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成１３年度） 指導教官 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 学科資料室 指導教官 2017年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成14年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2018年3月31日
理学部 生体制御学科 教育関係文書 博士論文（平成15年度） 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部生体制御学科指導教官 2019年3月31日
理学部 組換えDNA実験関係 組換えDNA実験関係 組換えDNA実験申請等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 委任経理金寄附金別現金受払簿出納簿（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 委任状　賃金・謝金（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 科学研究費帳簿（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 管理通知書（備品・消耗品）（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 技術審査報告書（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 支給簿（賃金・謝金）（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 仕様策定関係書類（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 供用簿　機械・器具（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 委任経理金受入計算書（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1997年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 支出負担行為書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 修繕等請求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 授業料等徴収簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品請求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品出納簿　機械・器具（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品使用簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品寄付願書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品管理計算書・物品増減及び現在額通知書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品管理計画表（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品の不用決定及び処分決議書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 物品の管理換関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 アルコール受払簿（平成１１年度） 文部科学省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 図書（和雑誌）受領書（控）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 民間との共同研究申請等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 電話関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 東京ステーションカレッジ、大宮ソニックシティカレッジ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 建新関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 アルコール受払簿（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 郵便料金表示額記録簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 科学研究費実績報告書（写）（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 科学研究費補助金研究分担者承諾書（平成９～１４年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 研修出張関係（事務職員）（平成１０～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1998年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 科学研究費交付申請書（写）（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 未来開拓学術研究推進事業関係（平成１１～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 郵便料金表示額記録簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 アルコール受払簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 郵便料金表示額記録簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 科学研究費補助金研究計画調書（写）（平成９～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1996年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 アルコール受払簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 旅行命令簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 アルコール受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 総務手続関係 総務手続関係 旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 国際研究集会派遣研究員申請等関係（平成１１～１３年度） 文部省埼玉大学理学部庶務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 経理部諸調査・照会関係（平成１１～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 招へい外国人研究者関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 日本学術振興会申請等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 海外渡航申請関係（平成１１～１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 海外渡航申請関係（平成１１～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 発明関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 学術振興会申請等関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学庶務係 2001年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 学術振興会申請等関係（平成１５年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 受託研究員・内地研究員・内地留学生関係（平成１１～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 受託研究員・内地研究員・内地留学生関係（平成１１～１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 総務申請回答等 総務申請回答等 発明関係（平成１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 他機関資料 他機関資料 大学院募集要項（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 他機関資料 他機関資料 編入学募集要項（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 学位論文関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 奨学生関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 理工学研究科会議関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 学位論文関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 奨学生関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 理工学研究科会議関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 奨学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 学位論文関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 奨学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 学位論文関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 理工学研究科会議関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 奨学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 大学院関係 大学院関係 学位論文関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2014年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2015年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2016年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2017年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2018年3月31日
理学部 単位認定関係 単位認定関係 入学前・編入学・再入学の単位認定関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部学務係 2019年3月31日
理学部 通知・通達関係 通知・通達関係 健康安全管理関係（平成１１～１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 動物実験関係 動物実験関係 埼玉大学動物実験指針通知（平成１０～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科担当教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 担当教官研究室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科担当教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科長 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 過去の入試問題（大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１３年度） 学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科就職委員 廃棄
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理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 過去の入試問題（大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 過去の入試問題（大学院入試）（平成１3年度） 学科入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１3年度） 学科入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１3年度） 科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 卒業論文（平成１3年度） 指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 修士論文（平成１3年度） 指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１５年度） 学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部数学科就職委員 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 過去の入試問題（大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2014年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 過去の入試問題（大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2014年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科科目担当教官 2014年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科入試委員 2014年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2015年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2016年3月31日
理学部 物理学科 教育関係文書 博士論文（平成１3年度） 指導教官 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学理学部物理学科指導教官 2017年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2010年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部物理学科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2011年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１3年度） 作成教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１３年度） 申請教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 廃棄 2013年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理学部物理学科申請教官 2013年3月31日
理学部 物理学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理学部数学科申請教官 2013年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 分子生物学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 分子生物学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 教官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 分子生物学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 電子ロックカード使用簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学分子生物学科事務室 2003年4月1日 １年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学分子生物学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学分子生物学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学分子生物学科事務室 廃棄 2012年3月31日
理学部 分子生物学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学分子生物学科教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学分子生物学科教官 廃棄 2012年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2010年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2011年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2012年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度） 学生 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 分子生物学科事務室 廃棄 2012年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2013年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 廃棄 2013年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2014年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学分子生物学科学生 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学分子生物学科学生 2014年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2015年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部分子生物学科教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2016年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１３年度） 学生 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 学科事務室 分子生物学科事務室 2017年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理学部分子生物学科事務室 2018年3月31日
理学部 分子生物学科 教育関係文書 博士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学分子生物学科学生 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学分子生物学科学生 2019年3月31日
理学部 文書授受等 文書授受等関係 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 文書授受等 文書授受等関係 公用車運転登録名簿（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 文書授受等 文書授受等関係 文書処理簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 文書授受等 文書授受等関係 文書処理簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 文書授受等 文書授受等関係 文書処理簿（平成１５年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算差引簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算配分関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算配分関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算配分関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算配分関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算配分関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 予算関係 予算関係 予算関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求関係（報告含む）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1998年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 部局別・科目別支出済額一覧（平成１１年度） 文部科学省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求関係（報告含む）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理学部会計係 1999年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求関係（報告含む）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 営繕関係費要求書（平成９～１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 概算要求書関係（平成１０～１５年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 概算要求書関係（平成１０～１５年度） 文部省埼玉大学理学部総務係 1997年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求関係（報告含む）（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2001年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求書関係（報告含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 予算要求書関係（報告含む）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2013年3月31日
理学部 予算要求関係 予算要求関係 赴任旅費要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 教育改善推進費(学長裁量経費)要求書(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 1999年6月1日 5年 2005年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 科学技術振興事業団さきがけ研究21「形とはたらき」領域に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 教育改善推進費(学長裁量経費)要求書(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2000年6月1日 5年 2006年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 教育研究推進費要求書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 研究プロジェクト経費要求書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 黒川秀樹助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 工学部特別研究要求書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年6月1日 5年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 教育研究推進費実施報告書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年3月1日 5年 2007年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 研究プロジェクト経費実施報告書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2002年3月1日 5年 2007年3月31日 紙 黒川秀樹助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 工学部特別研究実施報告書(平成１３年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年3月1日 5年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費要求書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 2002年6月1日 5年 2008年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費要求書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年6月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 理工学研究科共同研究申請書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年6月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費実施報告書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 2003年3月1日 5年 2008年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費実施報告書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2003年3月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 理工学研究科共同研究実施報告書(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2003年3月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学内改革特別経費申請書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年6月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費要求書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　本間俊司 2003年6月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費要求書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　柳瀬郁夫 2003年6月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費要求書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2003年6月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費（化工準備会経費）申請書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年6月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学内改革特別経費実施報告書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2004年3月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費実施報告書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　本間俊司 2004年3月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費実施報告書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　柳瀬郁夫 2004年3月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費実施報告書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2004年3月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 その他の文書 学長裁量経費（化工準備会経費）実施報告書(平成１5年度) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2004年3月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 1999年6月10日 5年 2005年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学内・学科内各種委員名簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１5年度）工業物理化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　黒川秀樹 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１5年度）無機工業化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦（徳永　誠） 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 無機工業化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受・簿（平成１5年度）有機合成化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男（杉山孝雄） 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 有機合成化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１5年度）有機工業化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 有機工業化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１5年度）環境計測 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　君島克憲 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１5年度）環境保全 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 電子ロックカード使用簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2000年6月7日 5年 2006年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
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工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学内・学科内各種委員名簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成13年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成13年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2001年6月10日 5年 2007年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学内・学科内各種委員名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2004年3月31日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成14年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成14年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2002年6月10日 5年 2008年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2003年6月10日 5年 2009年3月31日 紙 学科長研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度）　３名　乾・梅沢・野村 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）環境科学e・化学熱力学・基礎化学Ｉ・化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 物理化学I、無機化学I、無機材料化学I、II、無機材料化学実験 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）有機化学 I，量子力学，応用化学演習 II 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）高分子化学・有機化学概論 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）プロセス工学概論、分離工学、プロセス工学II、科学技術論b 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）無機化学II、化学反応設計、触媒化学、基礎化学II(機能） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）有機化学II、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）　計算機概論、反応材料化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度）基礎化学I・有機分子工学I・高分子工業化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）4名　芦澤、奥村、香取、中川 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）　2名　金井、鈴木 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 5名　石井、小田上、日下、荻野、須賀 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）７名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）6名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）3名　木村、新里、鈴木 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）　6名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）3名　木村・佐々木・清水 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）4名　石原、高橋、三澤、元木 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度、及川、佐々木、熊田、村田、堀井） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）　３名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）５名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）2名　伊藝、原島 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）4名　木下、関口、中林、益子 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度）、２名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）2名　梶川、田中 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）３名　柴崎、高田、藤野 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）１名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）２名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）2名　木田、小林 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）2名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）3名　加納・松嶋・村田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）3名　小原、塚原、村井 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）3名　下口、富松、宮崎 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度）　３名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）量子化学、分析化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　奥山正喜 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）触媒化学、化学反応設計、基礎化学2、物理化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）無機材料化学2、無機化学1、材料化学概論、無機化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）有機化学1、量子力学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）環境化学概論、化学熱力学、基礎化学2、化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）有機化学2、科学技術英語、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）基礎化学1、反応材料化学、物理化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）情報基礎、無機材料化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学生成績一覧（平成１３年度）科学技術英語、基礎化学1、材料化学概論、有機化学概論、高分子工業化
学、有機分子工学1

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）確率統計学、分離工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）プロセス工学1、微分方程式1、プロセス工学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）プロセス工学概論、化学反応工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）化学環境計測、基礎化学1、大気化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）環境設計制御実験 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 FD 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１３年度）応用化学実験I・II 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　太刀川　達也 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 HD 有機合成化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科就職委員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度）環境保全 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度）有機合成化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度）有機合成化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１３年度） 無機工業化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１3年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１3年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2001年10月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長（１年次担任講座） 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 進級アンケート（平成15年度）平成13年度入学生および平成16年度卒業研究履修希望者 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 口述試験評価メモ、打合わせメモ（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度）１名（八木） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）環境科学e・化学熱力学・基礎化学Ｉ・化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岩本教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学年末・中間試験問題（平成１２年度）材料化学概論、無機化学I、II、無機材料化学II、反応材料化学、無
機材料化学実験

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）有機化学 I，量子力学，応用化学演習 II 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）高分子化学・有機化学概論 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）プロセス工学概論、分離工学、確率・統計、科学技術論b 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）物理化学I、化学反応設計、触媒化学、基礎化学II(機能） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）有機化学II、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度）　計算機概論、無機材料化学I 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学年末・中間試験問題（平成１２年度）有機化学概論・材料化学概論・応用化学基礎演習・有機分子工学
I・高分子工業化学

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）4名　青木、加藤、沢田、花澤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）1名小室 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 2名、植松、西尾 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）５名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）4名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）4名　石井、小野原、末本、湯澤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）6名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）4名　浅野・石原・江本・古川 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）4名　大野、岡崎、奥村、森 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文(平成12年度）3名　小川、戸田、中村 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）　４名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）３名分 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）1名　本田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）2名　坂野、三澤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度）、２名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）　3名　市川、服部、渡耒 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 　1名、伊藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）２名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）３名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）1名　宮崎 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）2名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）3名　飯島・加瀬・永谷 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）1名　山中 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）1名　熊谷 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）　３名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度）２名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）統計力学、量子化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　奥山正喜 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）触媒化学、化学反応設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）材料化学基礎、無機材料化学2、材料化学概論、無機化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）有機化学演習1、有機化学1、量子力学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）環境化学基礎、環境化学概論、化学熱力学、化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）有機化学2、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
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工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）物理化学演習、物理化学2、反応材料化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）情報基礎、無機材料化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学生成績一覧（平成１４年度）物理化学1、材料化学基礎、高分子化学、材料化学概論、高分子工業化
学、有機分子工学1

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）微分方程式1、確率統計学1、分離工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）プロセス工学1、プロセス工学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）数値解析1、プロセス工学基礎、化学反応工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１４年度）化学環境計測、大気化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科就職委員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度）環境保全 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度）有機合成化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度）有機合成化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１４年度） 無機工業化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１4年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2002年4月2日 3年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2002年10月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度）１名（阿部） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度）　４名　青木・大森・津田・劉紅 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）量子化学、分析化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　奥山正喜 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）触媒化学、化学反応設計、基礎化学2、物理化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）無機材料化学2、無機化学1、材料化学概論、無機化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）有機化学1、量子力学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）環境化学概論、化学熱力学、基礎化学2、化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）有機化学2、科学技術英語、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）基礎化学1、反応材料化学、物理化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）情報基礎、無機材料化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学年末・中間試験問題（平成１３年度）科学技術英語、基礎化学1、材料化学概論、有機化学概論、高分
子工業化学、有機分子工学1

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）確率統計学、分離工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）プロセス工学1、微分方程式1、プロセス工学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）プロセス工学概論、化学反応工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度）化学環境計測、基礎化学1、大気化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）2名　荒木、二階堂 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）２名　池永、鈴木 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文(平成１３年度）3名　青木、真壁、宮谷 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）　２名　藤澤、礪波 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）４名　王、中島、川上、宮下 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）1名　中野渡 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）３名　秋山、安本、折茂 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）３名　馬場、鍋倉、早川 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度） ４名　阿部、池田、佐藤、松浦 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）３名　佐藤、杉浦、内藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）２名　礪波、藤澤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 有機工業研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）５名　新井、尾形、佐久間、内藤、武笠 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）３名　田村、富能、佐藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）３名　山口、岡田、近藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）２名　石井、加藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１３年度）２名　中野、江上 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）２名　鈴木、吉田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）２名　堀井、村田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）３名　梅下、海老原、岡本 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）１名　須賀 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）３名　大學、太郎良、村上 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）４名　池田、孫、前野、内藤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）３名　郷間、和田、林 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）１名　鈴木 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）３名　石原、高橋、三澤 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）２名　芦澤、中川 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 岩本一星助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１３年度）３名　鈴木、馬場、益子 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）分析化学1、分析化学演習 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　奥山正喜 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）触媒化学、化学反応速度論、表面化学特論 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　三浦弘 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）無機材料化学2、材料化学基礎、無機化学2、無機化学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１5年度）(材料化学基礎、有機化学、有機化学演習） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）環境化学基礎、化学熱力学、化学熱力学演習、化学環境設計 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）量子化学、有機物理化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　久保由治 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）反応材料化学、物理化学演習1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　杉山和夫 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）無機材料化学1、無機化学演習 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　野口文雄 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）物理化学1、有機化学2、有機反応化学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）確率統計学1、プロセス工学演習1、プロセス工学2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）プロセス工学1、情報基礎、応用数学、プロセス工学2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　古閑二郎 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）化学反応工学、数値解析1、プロセス工学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　本間俊司 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）化学環境計測、基礎化学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　大塚壮一 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）高分子工業化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　青木良夫 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 青木良夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成15年度）応用化学演習2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　黒川秀樹 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 黒川秀樹助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科就職委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 指導学生の身上書（平成１5年度）有機合成化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科長室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科事務室 2003年10月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度）１名（蛭田） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度）　３名　中柳・長島・三上 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度）　1名　高梨 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）統計力学、量子化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　奥山正喜 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）触媒化学、化学反応設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）材料化学基礎、無機材料化学2、材料化学概論、無機化学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）有機化学演習1、有機化学1、量子力学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）環境化学基礎、環境化学概論、化学熱力学、化学環境設計 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）有機化学2、有機物理化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）物理化学演習、物理化学2、反応材料化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）情報基礎、無機材料化学1 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書
学年末・中間試験問題（平成１４年度）物理化学1、材料化学基礎、高分子化学、材料化学概論、高分子
工業化学、有機分子工学1

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）微分方程式1、確率統計学1、分離工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）プロセス工学1、プロセス工学2 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）数値解析1、プロセス工学基礎、化学反応工学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度）化学環境計測、大気化学 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）2名　雪野、渡邊 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）１名　森下 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文(平成１４年度）3名　桑島、夏坂、松岡 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）１名　藤井 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）４名　石川、湯佐、菅田、山口 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）３名　藤田、本間、池田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）2名　川瀬、杉山 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度） ５名　市吉、小椋、渋谷、川島、玉内 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）４名　仲澤、半田、松本、森 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）４名　大木、菊池、武井、石井 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）３名　小山、石黒、森 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）３名　岡田、森、前田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）３名　小俣、小林、吉沢 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１４年度）２名　本田、町田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　本間俊司 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）３名　小川、戸田、中村 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）３名　矢野、奥、内堀 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）２名　上松、玉井 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）４名　谷口、大橋、伏見、王 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）３名　橋本、吉田、長嶋 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）１名　大野 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）２名　小野原、小林 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１４年度）２名　木村、古川 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度）１名　吉田 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
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工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）分析化学1、分析化学演習 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　奥山正喜 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 奥山正喜助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）触媒化学、化学反応速度論、表面化学特論 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　三浦弘 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）無機材料化学2、材料化学基礎、無機化学2、無機化学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１5年度）(材料化学基礎、有機化学、有機化学演習） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）環境化学基礎、化学熱力学、化学熱力学演習、化学環境設計 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）量子化学、有機物理化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　久保由治 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）反応材料化学、物理化学演習1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　杉山和夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）無機材料化学1、無機化学演習 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　野口文雄 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）物理化学1、有機化学2、有機反応化学1、基礎科学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）確率統計学1、プロセス工学演習1、プロセス工学2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）プロセス工学1、情報基礎、応用数学、プロセス工学2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　古閑二郎 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）化学反応工学、数値解析1、プロセス工学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　本間俊司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 本間俊司助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）化学環境計測、基礎化学1 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　大塚壮一 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）高分子工業化学 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　青木良夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 青木良夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度）応用化学演習2 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　黒川秀樹 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 黒川秀樹助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 過去の入試問題（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科長室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科長室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）2名　森田、藁谷 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　君島克憲 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文(平成15年度）2名　小沼、羽田 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　杉山和夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）　1名　平熊 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　野口文雄 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）４名、内山、鎌田、中村、廣瀬 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）３名　飯塚、木内、玉井 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）３名　市川、笹田 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　古閑二郎 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度） ４名　石川、粉川、小林、角野 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）4名　伊藤、榎本、片桐、佐々木 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度）5名　井上、今村、関田、矢野、杉岡 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）５名　井塚、岡村、高橋、塚越、吉澤 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　三浦弘 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度）３名　山口、田窪、茅野 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　大塚壮一 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成15年度）3名　網谷、内田、富田 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　久保由治 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度）1名　秋元 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　本間俊司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度）2名　東條、村上 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　青木良夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）５名　池永、鈴木、佐藤、富能、トウ 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　三浦弘 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）２名　青木、真壁 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　杉山和夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）4名　阿部、池田、西尾、松浦 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　小林秀彦 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）4名　川上、中島、宮下、リョウ 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）３名　杉浦、佐藤、内藤 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）2名　石井、加藤 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　久保由治 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）１名、秋山 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 岩本一星助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成１5年度）3名　尾形、佐久間、山下 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 修士論文（平成15年度）1名　岡田 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　大塚壮一 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度）１名（柳田） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2015年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度）２名　杉矢・松本 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2015年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度）1名　武井 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　松本史朗 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 松本史朗教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2015年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度）1名 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2015年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度）１名（渡部） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2016年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度）３名　アセップ・中野・橘 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 応用化学科図書室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2016年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成１３年度）１名（戸澤） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2017年3月31日
工学部 応用化学科 教育関係文書 博士論文（平成15年度）2名（上田、天野） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　松本史朗 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 松本史朗 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2019年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）基盤研究（C） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 基盤研究（C） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）基盤研究 (B)，特定領域研究，萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）基盤研究（B）（一般）、萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）基盤研究（B）、基盤研究（C） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙・HD 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）奨励研究(A) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　青木良夫 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 有機工業化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）奨励研究(A) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）、萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度）奨励研究、特定領域研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　太刀川　達也 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 HD 有機合成化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度）基盤研究 (B)，特定領域研究，萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度）基盤研究（C）(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１１年度）山川薬品工業株式会社 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１１年度）受託研究申請書 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度）（財）石油産業活性化センター委託研究申請書 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度）２件 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
外部機関に提出した報告書（平成１1年度）（財）石油産業活性化センター委託研究報告書、NEDO委託事
業報告書

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 三浦弘 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2010年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究（Ｃ）、特定領域研究（Ａ） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　岩本一星 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 基盤研究（C）(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究 (B)(2)，特定領域研究(A)，特定領域研究 (C) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究（Ｂ）（一般）、基盤研究（Ｂ）（展開）、萌芽的研 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究（C）（2） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　大塚壮一 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 大塚壮一助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究（B）（展開）、基盤研究（C） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）特定領域研究(A) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野口文雄 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 野口文雄助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）基盤研究（B）、基盤研究（C） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙・HD 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）奨励研究（A) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　石原日出一 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 環境保全研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　君島克憲 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 環境計測研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）、萌芽的研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度）奨励研究、特定領域研究 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　太刀川　達也 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 HD 有機合成化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１1年度）基盤研究（Ｂ）（一般）、基盤研究（Ｂ）（展開）、萌芽的研 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　野平博之 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１1年度）基盤研究（C）（2） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 基盤研究（C）(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度）基盤研究 (B)(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 基盤研究（C）(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　小林秀彦 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 小林秀彦教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 基盤研究（C）(2) 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度）2件　カシオ、吉野 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　古閑二郎 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 古閑二郎教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度）2件 日本原子力研究所，日立マクセル 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　時田澄男 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 時田澄男 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度）受託研究申請書 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度）受託研究申請書 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度）クラリアント、科技団 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　久保由治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久保由治助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度）1件 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　廣瀬卓司 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度）産業技術研究助成事業 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　黒川秀樹 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 工業物理化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
外部機関に提出した報告書（平成１２年度）（財）石油産業活性化センター委託研究報告書、NEDO委託事
業報告書

文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　三浦弘 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 三浦弘 教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度）科技団 文部省埼玉大学工学部応用化学科学科　杉山和夫 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 杉山和夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１６年度） (基盤研究C(2)) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　太刀川達也 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 有機合成研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１6年度） (基盤研究C(2)) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　岩本一星 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 岩本一星教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） １件、矢崎科学技術記念財団 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　廣瀬卓司 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 廣瀬卓司教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） １件、徳山科学技術振興財団 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　安武幹雄 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 有機工業化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） 1件、池谷科学技術振興財団 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　安武幹雄 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 有機工業化学研究室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
科学研究費補助金研究計画調書（平成１5年度）（特定領域：知的興奮をもたらす新しい教育コンテンツの
創成と評価）

文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
科学研究費補助金交付申請書（平成１5年度）（基盤（Ｂ）（2）：論理的思考力を育むための教育コンテンツ
の創成）

文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
科学研究費補助金研究成果報告書（平成１5年度）（基盤（Ｂ）（2）：電子スペクトルの高精度予測のための
基礎研究_H11-14）

文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書
外部機関に提出した報告書（平成１5年度）(日本原子力研究所：原子力基礎研究_H12-007 高感度γ線
検出のための機能性色素の開発_報告書ならびに事後評価回答書JAERI-Techのための研究報告書）

文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　時田澄男 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 時田澄男教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日

工学部 応用化学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１５年度） （若手研究（Ｂ）) 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　青木良夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 青木良夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 応用化学科 研究関係文書 民間等とフ共同研究・受託研究申請書（平成１５年度）（２件、（株）アルネアラボラトリ、ナノロア（株）） 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科　青木良夫 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 青木良夫助教授室 文部科学省埼玉大学工学部応用化学科 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機械工学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 電気電子システム工学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 情報システム工学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 応用化学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機能材料工学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 建設工学科（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 環境制御工学専攻（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機械工学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 電気電子システム工学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 電子情報 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 情報システム工学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 応用化学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機能材料工学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 建設工学科（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学科会議 環境制御工学専攻（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
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工学部 会議等 学科会議 電気電子システム工学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 電子情報 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機械工学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 応用化学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 情報システム工学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機能材料工学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 建設工学科（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 環境制御工学専攻（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学科会議 電気電子システム工学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 電子情報 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機械工学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 応用化学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 情報システム工学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機能材料工学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 建設工学科（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 環境制御工学専攻（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学科長 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学科会議 電気電子システム工学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 電子情報 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機械工学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 応用化学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 情報システム工学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 機能材料工学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 建設工学科（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学科会議 環境制御工学専攻（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学外会議 国立大学学部長・事務長会議関係（平成１１・１０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学外会議 国立大学学部長・事務長会議関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学外会議 国立大学学部長・事務長会議関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学外会議 国立大学学部長・事務長会議関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学外会議 国立大学学部長・事務長会議関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和４９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和４９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1974年4月1日 30年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 人事委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 資格審査委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 自己点検・評価検討委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 安全管理委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 予算委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 出版委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学部公開事業実施委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 特別昇給委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 技術運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 将来計画検討委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月2日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1975年4月1日 30年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 人事委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 資格審査委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 将来計画検討委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 自己点検・評価検討委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 安全管理委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 予算委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 出版委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学部公開事業実施委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 特別昇給委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 技術運営委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 資格審査委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 人事委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 将来計画検討委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 自己点検・評価検討委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 安全管理委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 出版委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 予算委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 技術運営委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学部公開事業実施委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 特別昇給委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 資格審査委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 人事委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 将来計画検討委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 自己点検・評価検討委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 安全管理委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 出版委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 予算委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 技術運営委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学部公開事業実施委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 特別昇給委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 資格審査委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 人事委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 将来計画検討委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 自己点検・評価検討委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 安全管理委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 出版委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 予算委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 技術運営委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学部公開事業実施委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 特別昇給委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2016年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2016年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2016年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2017年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2017年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2017年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2018年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2018年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2018年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2019年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2019年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2019年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2020年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和５９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2020年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和５９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2020年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2021年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和６０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2021年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和６０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2021年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2022年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和６１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2022年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和６１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2022年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2023年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和６２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2023年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和６２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2023年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2024年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（昭和６３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2024年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（昭和６３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2024年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成元年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2025年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成元年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2025年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成元年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2025年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2026年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2026年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2026年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2027年3月31日
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工学部 会議等 学内会議 分科会（平成３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2027年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成３年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2027年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2028年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2028年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2028年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2029年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2029年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成５年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2029年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2030年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2030年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2030年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2031年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2031年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2031年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2032年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2032年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2032年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2033年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2033年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2033年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2034年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2034年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2034年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2035年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2035年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2035年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2036年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2036年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2036年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2037年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2037年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2037年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2038年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2038年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2038年3月31日
工学部 会議等 学内会議 教授会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2039年3月31日
工学部 会議等 学内会議 分科会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2039年3月31日
工学部 会議等 学内会議 学科長会議（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2039年3月31日
工学部 学務係 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 科目等履修生関係 科目等履修生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 教務委員会（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 入学試験管理委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 学生生活委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学入試センター試験実施委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部教務委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学基礎実験委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部入試委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 教務委員会（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 入学試験管理委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 学生生活委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学入試センター試験実施委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部教務委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学基礎実験委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部入試委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 学生生活委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 教務委員会（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学基礎実験委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部教務委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部入試委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学入試センター試験実施委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 入学試験管理委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 学生生活委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 教務委員会（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学基礎実験委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部教務委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部入試委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学入試センター試験実施委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 入学試験管理委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学院・後期課程学位論文審査委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学院・後期課程特別審査委員会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 学生生活委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 教務委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学基礎実験委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部教務委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 工学部入試委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学入試センター試験実施委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 入学試験管理委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学院・後期課程学位論文審査委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種委員会 大学院・後期課程特別審査委員会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種調査 学校基本調査関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種調査 各種統計・調査関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 各種調査 学校基本調査関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種調査 各種統計・調査関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 各種調査 各種統計・調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種調査 学校基本調査関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 各種調査 各種統計・調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種調査 学校基本調査関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 各種調査 各種統計・調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 各種調査 学校基本調査関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 学術振興会等関係 大学院・学術振興会等関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学生関係 学生の懲戒関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 学生関係 学生の懲戒関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・インターンシップ関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・ティーチングアシスタント関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・学生カード（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学生関係 学生の懲戒関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・インターンシップ関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・ティーチングアシスタント関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 学生関係 大学院・学生カード（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 大学院・学籍異動関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍異動関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 大学院・学籍異動関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１５年度入学者） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 永年 　 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 　
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和３８年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1963年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和３９年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1964年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４０年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1965年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４１年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1966年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1967年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1968年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４４年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1969年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４５年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1970年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４６年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1971年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４７年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1972年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４８年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1973年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和４９年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1974年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５０年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1975年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５１年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1976年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1977年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1978年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５４年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1979年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５５年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1980年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５６年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1981年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
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工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５７年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1982年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５８年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1983年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和５９年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1984年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６０年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1985年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６１年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1986年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1987年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（昭和６３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1988年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成元年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1989年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1990年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1991年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成４年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1992年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成５年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1993年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成６年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1994年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成７年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1995年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成８年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1996年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成９年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1997年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１０年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1998年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１１年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１３年度入学者） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 学籍簿（平成１４年度入学者） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 大学院・学籍簿（平成１３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 永年 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 学籍関係 大学院・学籍簿（平成１４年度入学者） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係
工学部 学務係 規程関係 規程関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 規程関係 規程関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 規程関係 規程関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 規程関係 規程関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 規程関係 大学院・規程関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 規程関係 規程関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 規程関係 大学院・規程関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 教務関係 卒業関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 単位認定関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 インターンシップ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 就職関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 履修関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・聴講届（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 教務関係 卒業関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 単位認定関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 インターンシップ関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 就職関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 履修関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・学位論文申請関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・研究発表会・論文発表会等関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・修了関係（博士後期課程）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・修了関係（博士前期課程）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・単位互換関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・単位認定票（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1976年4月1日 30年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 卒業関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 単位認定関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 インターンシップ関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 就職関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 履修関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・学位論文申請関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・研究発表会・論文発表会等関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・修了関係（博士後期課程）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・修了関係（博士前期課程）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・単位互換関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・単位認定票（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1977年4月1日 30年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 教務関係 卒業関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 教務関係 単位認定関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５３年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1978年4月1日 30年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 教務関係 卒業関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 教務関係 単位認定関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1979年4月1日 30年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2015年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５５年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1980年4月1日 30年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2016年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５６年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1981年4月1日 30年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2017年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５７年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1982年4月1日 30年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2018年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５８年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1983年4月1日 30年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2019年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和５９年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1984年4月1日 30年 2015年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2020年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和６０年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1985年4月1日 30年 2016年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2021年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和６１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1986年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2022年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和６２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1987年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2023年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（昭和６３年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1988年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2024年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成元年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2025年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2026年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成３年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2027年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2028年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成５年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2029年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2030年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2031年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2032年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2033年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2034年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2035年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2036年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2037年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2038年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・講義内容に関する書類（履修案内）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 2038年3月31日
工学部 学務係 教務関係 講義内容に関する書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2039年3月31日
工学部 学務係 教務関係 大学院・講義内容に関する書類（履修案内）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2039年3月31日
工学部 学務係 研究生関係 研究生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 研究生関係 研究生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 研究生関係 大学院・研究生関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 研究生関係 研究生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 研究生関係 大学院・研究生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 埼玉大学国際交流基金関係 埼玉大学国際交流基金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 埼玉大学国際交流基金関係 埼玉大学国際交流基金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 埼玉大学国際交流基金関係 大学院・埼玉大学国際交流基金関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 埼玉大学国際交流基金関係 埼玉大学国際交流基金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 埼玉大学国際交流基金関係 大学院・埼玉大学国際交流基金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 授業料免除・奨学金関係 授業料免除・奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 授業料免除・奨学金関係 授業料免除・奨学金関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 授業料免除・奨学金関係 大学院・授業料免除・奨学金関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 授業料免除・奨学金関係 授業料免除・奨学金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 授業料免除・奨学金関係 大学院・授業料免除・奨学金関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 大学院担当関係 大学院・大学院担当関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 大学院担当関係 大学院・大学院担当関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 短期留学関係 大学院・短期留学推進制度（受入）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 短期留学関係 大学院・短期留学推進制度（派遣）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 短期留学関係 大学院・短期留学推進制度（派遣）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 日本育英会奨学金関係 大学院・日本育英会奨学金関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 日本育英会奨学生関係 日本育英会奨学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 日本育英会奨学生関係 日本育英会奨学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 日本育英会奨学生関係 日本育英会奨学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学入試センター試験関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 個別学力試験関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 第３年次編入学試験関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学説明会関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学入試センター試験関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 個別学力試験関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 第３年次編入学試験関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 個別学力試験関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学入試センター試験関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 第３年次編入学試験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 個別学力試験関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学入試センター試験関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日



文書ファイル名 保存場所 管理担当課・係等

大分類 中分類 小分類 作成者

　　備考
（管理簿からの
　削除時期）

保存期間
満了時期

媒体の種別
文　　書　　分　　類 作成（取得）

時期
保存期間

保存期間
満了時の
措置結果

工学部 学務係 入学試験関係 大学院・入学試験関係（博士後期課程）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学院・入学試験関係（博士前期課程）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 個別学力試験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学入試センター試験関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学院・入学試験関係（博士後期課程）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 入学試験関係 大学院・入学試験関係（博士前期課程）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 教員免許状関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 課程認定関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 電気主任技術者関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 教員免許状関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 電気主任技術者関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 課程認定関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 教員免許状関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 電気主任技術者関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 課程認定関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 教員免許状関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 電気主任技術者関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 課程認定関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 教員免許状関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 免許・資格関係 電気主任技術者関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 免許関係 大学院・教員免許状関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 学務係 免許関係 大学院・教員免許状関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2014年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国際交流会館関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１１年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 政府派遣留学生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・研究旅費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・実地見学旅費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国際交流会館関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 政府派遣留学生関係（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・学習奨励費関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・国際交流会館関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・国費外国人留学生（大学推薦）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部学務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国際交流会館関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 国費外国人留学生（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 政府派遣留学生関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・学習奨励費関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・国際交流会館関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 学務係 留学生関係 大学院・国費外国人留学生（大学推薦）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部学務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部学務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内委員会関連文書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 帰国子女等入試関係名簿(出題・監督)(平成11年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 1999年5月31日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 前期日程入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 1999年6月10日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 電子ロックカード使用簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内委員会関連文書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 帰国子女等入試関係名簿(出題・監督)(平成12年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2000年5月31日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 編入学試験関係名簿(出題・監督)(平成12年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科編入学入試委員 2000年5月31日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 編入学試験関係名簿(出題・監督)(平成11年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科編入学入試委員 2000年5月31日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 前期日程入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2000年6月7日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内委員会委員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 学科内委員会関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 編入学試験関係名簿(出題・監督)(平成1５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科編入学入試委員 2003年5月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 帰国子女等入試関係名簿(出題・監督)(平成1５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年5月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 管理・運営関係文書 前期日程入試関係名簿（出題、監督）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年5月31日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 入試答案（帰国子女等入学試験、編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 過去の入試問題（帰国子女等入学試験，編入学試験，大学院）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 進学アンケート（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 進路指導文書（アンケート）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 口述試験評価メモ、打合わせメモ（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 進学アンケート（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 進路指導文書（アンケート）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 口述試験評価メモ、打合わせメモ（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 入試答案（帰国子女等入学試験，編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 過去の入試問題（帰国子女等入学試験，編入学試験，大学院）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科就職委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科就職委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 入試答案（帰国子女等入学試験，編入学試験、大学院入試）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 過去の入試問題（帰国子女等入学試験，編入学試験，大学院）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 修士論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学生名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 入試答案（帰国子女等入学試験，編入学試験、大学院入試）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 過去の入試問題（帰国子女等入学試験，編入学試験，大学院）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 修士論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2014年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2015年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2016年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2019年3月31日
工学部 機械工学科 教育関係文書 博士論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 2019年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部受託教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 受託教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部受託教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 受託教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
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工学部 機械工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機械工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部機械工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業生進路一覧（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 各種委員名簿（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業生進路一覧（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 各種委員名簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科科目担当教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 修士論文（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 各種委員名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科技官室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙・FD 技官室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 修士論文（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2014年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科事務室 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2014年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2014年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2014年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2015年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2016年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2017年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2018年3月31日
工学部 機能材料工学科 管理・運営関係文書 博士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部機能材料工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員（谷本） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 入試委員（谷本） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長（予算委員、中村） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 ガイダンス資料（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 コピー機のカード使用記録（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設系事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 口述試験評価メモ、打合わせメモ（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 入試委員 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 進級アンケート（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学年担任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学年担任 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 進路指導文書（アンケート、面接メモ）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学年担任 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学年担任 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 電子ロックカード（鍵）使用簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設学科事務室 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（土質研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（岩盤研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（振動研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（設計計画研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設構造研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設材料研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（水理研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（基盤構造研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（都市環境研究室、平成１２-８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（土質研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（岩盤研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（振動研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（設計計画研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設構造研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設材料研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（水理研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（基盤構造研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（都市環境料研究室、平成１２－８年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員（角川） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 入試委員（角川） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長（予算委員、深堀） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科・学部委員名簿（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 資料室（建設系図書室）貸出名簿（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設系図書委員（湯谷） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 図書室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学生成績一覧（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試採点基準（筆記）（大学院入試）・口述試験評価メモ（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員（渡辺邦） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙・FD 入試委員 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 指導学生の身上書（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学学科就職委員（山辺） 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業生進路一覧（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学卒業生動向調査担当委員 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 大学院推薦基準（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科・学部委員名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科長秘書室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科長秘書室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学生成績一覧（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 指導学生の身上書（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学年担任 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 資料室（建設系図書室）貸出名簿（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設系図書委員（湯谷） 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 図書室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学学科就職担当（奥井） 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業生進路一覧（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科就職担当 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 大学院推薦基準（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科入試委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 入試委員 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試採点基準（筆記）（大学院入試）・口述試験評価メモ（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員（佐々木） 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙・FD 入試委員 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 論文審査関係文書（審査基準）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科長秘書室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（土質研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（岩盤研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（振動研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（設計計画研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設構造研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設材料研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（水理研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（基盤構造研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（都市環境研究室、平成１4-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（土質研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（岩盤研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（振動研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（設計計画研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設構造研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設材料研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（基盤構造研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（都市環境料研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（水理研究室、平成１4－13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科長（予算委員、鈴木） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
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工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員（渡辺邦） 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 FD 入試委員 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 学年末・中間試験問題（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（岩盤研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山辺・長田） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 建設棟2F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（基盤構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（建設材料研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（振動研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（水理研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・田中・湯谷） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（設計計画研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・リア 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（６） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（都市環境料研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 修士論文（土質研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（岩盤研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山辺・長田） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 建設棟2F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（基盤構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（建設材料研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（振動研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（水理研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・田中・湯谷） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（設計計画研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・リア 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（６） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（都市環境研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 卒業論文（土質研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学入試委員 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 入試委員（佐々木） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（土質研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（岩盤研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（振動研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（設計計画研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設構造研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設材料研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（水理研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（基盤構造研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（都市環境料研究室、平成１２－３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 1991年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2016年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（設計計画研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・イマ） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（５） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設構造研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設材料研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（水理研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・ヴ・田中） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（土質研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（岩盤研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（吉中・山辺・長田） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 建設棟1F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（振動研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（基盤構造研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（都市環境料研究室、平成１4－1３年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木・窪田・深堀） 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2018年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（岩盤研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山辺・長田） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 建設棟2F学生控室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（基盤構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（川上・茂木） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 川上・茂木の各主指導教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設構造研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（山口・奥井・松本） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 松本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（建設材料研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（町田・睦好・牧） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙
町田・睦好・牧の各教官室および実験
棟脇倉

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（振動研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（渡辺啓・角田・岩下・谷山） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙
渡辺啓・角田・岩下・谷山の各指導教
官

文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日

工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（水理研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（谷本・田中・湯谷） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 水理実験室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（設計計画研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（角川・久保田・坂本・リア 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 建設工学科2号棟４F学生実験室（６） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（都市環境料研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（佐々木） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 深堀研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 管理・運営関係文書 博士論文（土質研究室、平成15年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学指導教官（小田・鈴木・川本） 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 川本研究室 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2019年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４-13年度） 文部省埼玉大学工学部建設工学科学作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学作成教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 建設工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科学申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部建設工学科 2014年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科会議関連文書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科内委員名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 資料室貸出名簿（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科事務室 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2014年3月31日
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 学科内建物規則 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科建物委員 2000年4月1日 永年 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 永年
工学部 情報システム工学科 管理・運営関係文書 教育用計算機システム利用規則（平成12年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科技官室 2000年4月1日 永年 紙・HD 情報技官室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 永年
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 CDR 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙・CDR 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CDR 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙・CDR 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 学生成績一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科科目担当教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 FD 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科就職指導教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科就職指導教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2014年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科科目担当教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2014年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙・CDR 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2014年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2015年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2016年3月31日
工学部 情報システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１5年度） 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 学科資料室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 2019年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科岡谷郁子 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 岡谷教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科岡谷郁子 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岡谷教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科久野義徳 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CDR 久野教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科池口　徹 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 池口教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科平岡和幸 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 平岡教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科久野義徳 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久野教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科平岡和幸 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 平岡教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科久野義徳 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久野教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科平岡和幸 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 平岡教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科久野義徳 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 久野教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科吉澤修治 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 吉澤教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科平岡和幸 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 平岡教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科岡谷郁子 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 岡谷教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科久野義徳 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙・CDR 久野教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科内田秀和 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 CD 内田教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 情報システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部情報システム工学科平岡和幸 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 平岡教官研究室 文部科学省埼玉大学工学部情報システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 選挙関係 学部長選挙 学部長選挙関係 文部省埼玉大学工学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 選挙関係 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 選挙関係 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 選挙関係 学部長選挙 学部長選挙関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 その他 研修関係 文部省埼玉大学工学部総務係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
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工学部 総務事務 委員関係 学内委員関係 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 栄典関係 叙位・叙勲（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 栄典関係 叙位・叙勲　小林久信 文部省埼玉大学工学部庶務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 栄典関係 叙位・叙勲（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 栄典関係 叙位・叙勲（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 海外渡航関係 外国出張（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 海外渡航関係 外国出張（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 海外渡航関係 外国出張（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 委任経理金（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 受託研究費（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 民間等との共同研究（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 委任経理金（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 受託研究費（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 民間等との共同研究（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 委任経理金（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 受託研究費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 民間等との共同研究（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 委任経理金（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 受託研究費（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 民間等との共同研究（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 委任経理金（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 受託研究費（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 外部資金関係 民間等との共同研究（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術部関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術専門官・技術専門職員関係 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術部関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術部関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術部関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 技術部 技術部関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１１年） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿日々雇用職員（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿時間雇用職員（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿非常勤講師（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿非常勤職員（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿・代休日指定簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間等割振変更願（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１２年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿日々雇用職員（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿時間雇用職員（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿非常勤講師（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿非常勤職員（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿・代休日指定簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 管理職員特別勤務手当整理簿・実績簿 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間等割振変更願（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１３年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿時間雇用職員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿非常勤講師（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿日々雇用職員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿非常勤職員（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿・代休日指定簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間等割振変更願（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１４年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１４年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年1月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿時間雇用職員（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿非常勤講師（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿日々雇用職員（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿非常勤職員（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿・代休日指定簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間等割振変更願（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１５年） 文部省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１５年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年1月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
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工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿時間雇用職員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿非常勤講師（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿日々雇用職員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿非常勤職員（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間報告書(写)（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿・代休日指定簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務状況等報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 勤務時間等割振変更願（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿事務室（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿電気電子システム工学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿情報システム工学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機械工学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿機能材料工学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿建設工学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿大学院理工学研究科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 出勤簿応用化学科（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 勤務状況関係 休暇簿常勤職員（平成１６年） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2004年1月1日 5年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 無報酬関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 職員の出張について（講師派遣）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 併任関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 無報酬関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 職員の出張について（講師派遣）（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 併任関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 兼業申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 無報酬関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 職員の出張について（講師派遣）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 兼業関係 併任関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 研究助成（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 科学研究費（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 日本学術振興会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 共同研究（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 研究助成（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 科学研究費（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 日本学術振興会（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 共同研究（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 研究助成（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 科学研究費（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 日本学術振興会（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 研究申請 共同研究（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 国有財産関係 国有財産監守者等指定簿 文部省埼玉大学工学部総務係・会計係 1991年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2016年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度）機械・電気・情報 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度）応化・機能・建設 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１１年度）大学院・事務・依頼 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 外国出張旅行命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張報告書（平成９～１１年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度）機械・電気・情報 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度）応化・機能・建設 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１２年度）大学院・事務・依頼 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 外国出張旅行命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張依頼書 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 事務連絡確認簿 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度）応化・機能・建設 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度）機械・電気・情報 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１３年度）大学院・事務・依頼 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 外国出張旅行命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度）応化・機能・建設 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度）機械・電気・情報 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１４年度）大学院・事務・依頼 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張報告書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 外国出張旅行命令簿（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度）応化・機能・建設 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度）機械・電気・情報 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 旅行命令簿（平成１５年度）大学院・事務・依頼 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 出張報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 出張関係 外国出張旅行命令簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 期末・勤勉手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 単身赴任手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 扶養手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 住居手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 児童手当（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 期末・勤勉手当（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 単身赴任手当（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 扶養手当（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 住居手当（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 児童手当（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 期末・勤勉手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 単身赴任手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 扶養手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 住居手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 諸手当関係 児童手当（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給（教官）関係（平成１０～１２年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給関係 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給（教官）関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給関係（事務系）関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給（教官）関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給関係（事務系）関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給（教官）関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 昇給関係 特別昇給関係（事務系）関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 職員関係 勤務評定関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 職員関係 公務災害・通勤災害関係 文部省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 職員関係 勤務評定関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部庶務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 職員関係 勤務評定関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 定員関係 事務系定員 文部省埼玉大学工学部庶務係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2017年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 非常勤講師関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 非常勤講師関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 任免関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 非常勤講師関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 任免関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 任免関係 任免関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 健康診断・レクリェーション関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 宿舎関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部庶務係・総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 健康診断・レクリェーション関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 宿舎関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 健康診断・レクリェーション関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 福利厚生 宿舎関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 物品関係 物品購入等請求書 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 文書処理簿(平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 特殊郵便処理簿 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 郵便料金計器計示報告書（写） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 郵便物発送簿 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 はがき・郵便切手受払簿 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 文書処理簿(平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 文書処理簿(平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 文書処理簿(平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 文書処理 文書処理簿(平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 募集関係 教官募集 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 募集関係 留学生募集 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 名簿関係 各種名簿関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 名簿関係 公用車運転車登録名簿 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 名簿関係 各種名簿関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 名簿関係 各種名簿関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 学部内予算学科予算配分（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
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工学部 総務事務 予算関係 予算関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 営繕関係要求書（平成１０年度～平成８年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 各種予算要求関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月2日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2010年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 赴任旅費要求書（平成１２年度～平成８年度） 文部省埼玉大学工学部総務係・会計係 1996年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 諸謝金等要求書（平成１２年度～平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部総務係・会計係 1998年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 各種予算要求関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 学部内予算学科予算配分（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 予算関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 営繕関係要求書（平成１２年度～平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部・会計係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 工学部予算執行一覧表（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2011年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 諸謝金等要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係・会計係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 学部内予算学科予算配分（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 各種予算要求関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 予算関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 営繕関係要求書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 工学部予算執行一覧表（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2012年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 諸謝金等要求書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 学部内予算学科予算配分（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 各種予算要求関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 予算関係（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 営繕関係要求書（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 工学部予算執行一覧表（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 廃棄 2013年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 諸謝金等要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 学部内予算学科予算配分（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 各種予算要求関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 予算関係（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 営繕関係要求書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 工学部予算執行一覧表（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2014年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2016年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2001年4月1日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2017年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部総務係 2002年4月1日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2018年3月31日
工学部 総務事務 予算関係 概算要求（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2019年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程分科会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程専攻会議(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部各専攻主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程人事委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程教務委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試実施委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科自己評価等委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科将来計画検討委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科連絡協議会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程分科会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程専攻会議(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部各専攻主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程人事委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程教務委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試実施委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科自己評価等委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科将来計画検討委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科連絡協議会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程教務委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程人事委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程専攻会議(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部各専攻主任 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試実施委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程分科会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科自己評価等委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科将来計画検討委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科連絡協議会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程教務委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程人事委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程専攻会議(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部各専攻主任 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試実施委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科自己評価等委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科将来計画検討委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科連絡協議会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程教務委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程人事委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程専攻会議(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部各専攻主任 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 後期課程入試実施委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科将来計画検討委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士後期課程 各種委員会等 理工学研究科連絡協議会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程入試委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程奨学生選考委員会(平成１１年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2010年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程入試委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程奨学生選考委員会(平成１２年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2011年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程奨学生選考委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程入試委員会(平成１３年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2012年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程入試委員会(平成１４年度) 文部省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 廃棄 2013年3月31日
工学部 大学院理工学研究科博士前期課程 各種委員会等 前期課程入試委員会(平成１５年度) 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部専門職員(大学院連絡調整担当) 2014年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設事務室（担当教官） 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 地盤水理事務室 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設事務室（担当教官） 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 地盤水理事務室 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 地盤水理事務室 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2010年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 地盤水理事務室 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2011年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2012年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 廃棄 2013年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 2014年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 2015年3月31日
工学部 地盤水理実験施設 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部附属地盤水理実験施設 2016年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科予算担当 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科会議議事録（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 毒劇物受払簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科使用教官 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科予算担当 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科会議議事録（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 委員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科会議議事録（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 学科構成員名簿（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科書記 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 教員選考関係書類（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１３年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科院入試担当 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 ガイダンス資料（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科長 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
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工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 進路指導文書（アンケート、面接メモ）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科就職担当 2003年4月1日 1年 2005年3月31日 紙 学科就職担当 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科院入試担当 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 学期末試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 大学院推薦基準（平成１４年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科院入試担当 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 就職関係資料（求人リスト）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科就職担当 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 卒業生進路一覧（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科就職担当 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 入試採点基準（筆記、口述）（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科入試委員 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文審査関係文書（審査基準）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2003年4月1日 3年 2007年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 修士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 卒業論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 入試答案（大学院入試）（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科院入試担当 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2015年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2016年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 教育関係文書 博士論文（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科指導教官 2003年4月1日 10年 2014年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2019年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2010年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部電気電子システム工学科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2011年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科作成教官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2012年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科作成教官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 廃棄 2013年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科作成教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 電気電子システム工学科 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１５年度） 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科申請教官 2003年4月1日 5年 2009年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学工学部電気電子システム工学科 2014年3月31日
工学部 予算関係 予算関係 概算要求（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部会計係 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部総務係 2015年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程学位論文審査委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程特別審査委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程学位論文審査委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程特別審査委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程学位論文審査委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 各種委員会 後期課程特別審査委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 学術振興会等関係 学術振興会等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 学生関係 インターンシップ関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 学生関係 ティーチングアシスタント関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 学生関係 学生カード（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍異動関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍異動関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍異動関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成元年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1989年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1990年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成３年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1991年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成４年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1992年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成５年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1993年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成６年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1994年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成７年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1995年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成８年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1996年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成９年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1997年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成１０年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1998年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成１１年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 学籍関係 学籍簿（平成１２年度入学者） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 永年 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係
工学部 理工学研究科係 規程関係 規程関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 規程関係 規程関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 規程関係 規程関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 学位論文申請関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 研究発表会・論文発表会等関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 修了関係（博士後期課程）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 修了関係（博士前期課程）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 単位互換関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 単位認定票（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成元年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1989年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2025年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1990年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2026年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成３年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1991年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2027年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成４年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1992年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2028年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成５年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1993年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2029年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成６年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1994年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2030年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成７年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1995年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2031年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成８年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1996年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2032年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成９年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1997年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2033年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成１０年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1998年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2034年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2035年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2036年3月31日
工学部 理工学研究科係 教務関係 講義内容に関する書類（履修案内）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2037年3月31日
工学部 理工学研究科係 研究生関係 研究生関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 埼玉大学国際交流基金関係 埼玉大学国際交流基金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 授業料免除・奨学金関係 授業料免除・奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 大学院担当関係 大学院担当関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 短期留学関係 短期留学推進制度（受入）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 短期留学関係 短期留学推進制度（派遣）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 日本育英会奨学金関係 日本育英会奨学金関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士前期課程）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士後期課程）（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士前期課程）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士後期課程）（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士後期課程）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 入学試験関係 入学試験関係（博士前期課程）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 免許関係 教員免許状関係（平成１１年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 免許関係 教員免許状関係（平成１２年度） 文部省埼玉大学工学部理工学研究科係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2011年3月31日
工学部 理工学研究科係 免許関係 教員免許状関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2012年3月31日
工学部 理工学研究科係 留学生関係 学習奨励費関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 留学生関係 国際交流会館関係（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
工学部 理工学研究科係 留学生関係 国費外国人留学生（大学推薦）（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学工学部理工学研究科係 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻予算委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻専攻主任 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 専攻主任 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 1999年6月10日 5年 2005年3月31日 FD 入試委員 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 学科内予算書、決算書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻予算委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 教員任用基準・任用手続き（平成12年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻専攻主任 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 専攻主任 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 管理・運営関係文書 入試関係名簿（出題、監督）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 2000年6月7日 5年 2006年3月31日 FD 入試委員 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成６年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1994年4月1日 10年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御事務室 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 入試委員 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 過去の入試問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科科目担当教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 卒業論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 修士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成７年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1995年4月1日 10年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 学生名簿・住所録（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御事務室 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 FD 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 入試答案（推薦入試、編入学試験、大学院入試）（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 入試委員 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 過去の入試問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科環境制御工学専攻入試委員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 学科事務室 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 学年末・中間試験問題（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科科目担当教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 科目担当教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 卒業論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 修士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成８年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1996年4月1日 10年 2007年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2012年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成９年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1997年4月1日 10年 2008年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2013年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成１０年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1998年4月1日 10年 2009年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 2014年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 1999年4月1日 10年 2010年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 2015年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 教育関係文書 博士論文（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科指導教官 2000年4月1日 10年 2011年3月31日 紙 指導教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 2016年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科受託教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 受託教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１１年度） 文部省埼玉大学理工学研究科作成教官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2010年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金研究計画調書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
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理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金交付申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 科学研究費補助金研究成果報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 民間等との共同研究・受託研究申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科受託教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 受託教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 各種研究助成金に関する申請書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科申請教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
理工学研究科 環境制御工学専攻 研究関係文書 外部機関に提出した報告書（平成１２年度） 文部省埼玉大学理工学研究科作成教官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学理工学研究科 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 資格審査委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 研究科委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 資格審査委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 研究科委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 資格審査委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 会議 研究科委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 学位記発行関係 卒業・修了者名簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 学位記発行関係 卒業・修了者名簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 学位記発行関係 卒業・修了者名簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 学籍簿 学籍簿 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1977年4月1日 永年 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員休暇簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員・教官出勤簿（平成１１年） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年1月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員休暇簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員・教官出勤簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員休暇簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員・教官出勤簿（平成１２年） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年1月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員休暇簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員・教官出勤簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員休暇簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 常勤事務職員・教官出勤簿（平成１３年） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 週休日の振替・半日勤務割振変更簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年1月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員・教官出勤簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 非常勤職員休暇簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 勤務状況関係 超過勤務等命令簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 出張関係 旅行命令・依頼簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 出張関係 旅行命令・依頼簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 出張関係 旅行命令・依頼簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
政策科学研究科 総務事務 文書接受 文書処理簿（平成１１年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 エクセル形式ファイル 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2010年3月31日
政策科学研究科 総務事務 文書接受 文書処理簿（平成１２年度） 文部省埼玉大学教養学部大学院係 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 エクセル形式ファイル 政策科学研究科事務室 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 廃棄 2011年3月31日
政策科学研究科 総務事務 文書接受 文書処理簿（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学教養学部大学院係 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 エクセル形式ファイル 教養学部事務室 文部科学省埼玉大学教養学部総務係 廃棄 2012年3月31日
総合情報処理センター その他 依頼文書 平成１３年度消耗品の振替について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2002年1月24日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 依頼文書 出張依頼について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2002年5月23日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 依頼文書 平成１４年度歳出予算の振替について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年1月20日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 依頼文書 本センター技術職員の出張について（依頼） 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年2月25日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 依頼文書 本センター技術職員の出張について（依頼） 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年2月25日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 回答文書 仕様策定委員会委員の委嘱について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2001年4月10日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 回答文書 支出負担行為担当官補助者（技術審査員）の委嘱について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2001年6月5日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 回答文書 支出負担行為担当官補助者（技術審査員）の委嘱について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2001年12月25日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 回答文書 総合科学分析支援センター運営委員会委員の推薦について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年3月28日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター その他 通知文書 全学共用Webサーバの設置について（通知） 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年2月27日 2年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学外会議等 第１４回学術及び総合情報処理センター長会議 文部省埼玉大学総合情報処理センター 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学外会議等 第１２回情報処理センター等担当者技術研修会の開催について 総合情報処理センター 2000年7月11日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2011年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学内会議等 総合情報処理センター運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学総合情報処理センター 2000年3月31日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学内会議等 総合情報処理センター運営委員会（平成１２年度） 文部省埼玉大学総合情報処理センター 2001年3月31日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2011年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学内会議等 総合情報処理センター運営委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2012年3月31日
総合情報処理センター 会議等 学内会議等 総合情報処理センター運営委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2013年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース　Vol.4 文部省埼玉大学総合情報処理センター 1995年3月31日 10年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース　Vol.5 文部省埼玉大学総合情報処理センター 1996年10月31日 10年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2012年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース　Vol.6 文部省埼玉大学総合情報処理センター 1997年11月30日 10年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2013年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース　Vol.7 文部省埼玉大学総合情報処理センター 1999年2月28日 10年 2009年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2014年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース  Vol.9 文部省埼玉大学総合情報処理センター 2001年2月28日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2015年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュース　Vol.8 文部省埼玉大学総合情報処理センター 2000年4月30日 10年 2011年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2016年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センターニュースVol.10 総合情報処理センター 2002年2月28日 10年 2012年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2017年3月31日
総合情報処理センター 刊行物 センターニュース 埼玉大学総合情報処理センター年報Vol.11の送付について 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2003年3月12日 10年 2013年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2018年3月31日
総合情報処理センター 大学開放事業 公開講座関係 平成１３年度中学生一日体験入学 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 2001年5月18日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学総合情報処理センター 廃棄 2010年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 運営委員会（平成１0年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 理学部事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 センタ－管理委員会（平成１０年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 理学部事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2010年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 運営委員会（平成１２年度） 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2011年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 運営委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理学部事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 センタ－管理委員会（平成１１年度） 文部省埼玉大学理学部事務長補佐 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 理学部事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2011年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 理学部事務室 文部科学省埼玉大学理学部総務係 廃棄 2012年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 運営委員会（平成１３年度） 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2012年3月31日
分析センター 会議等 センター内会議 運営委員会（平成１４年度） 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2013年3月31日
分析センター 会議等 学外会議 全国国立大学機器・分析センター会議（平成１１年度） 当該幹事校 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2010年3月31日
分析センター 会議等 学外会議 全国国立大学機器・分析センター会議（平成１２年度） 当該幹事校 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2011年3月31日
分析センター 会議等 学外会議 全国国立大学機器・分析センター会議（平成１３年度） 当該幹事校 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2012年3月31日
分析センター 会議等 学外会議 全国国立大学機器・分析センター会議（平成１４年度） 当該幹事校 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2013年3月31日
分析センター 刊行物 機関誌 CACS FORUM Vol.20 CACS FORUM編集委員会 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2010年3月31日
分析センター 刊行物 機関誌 CACS FORUM Vol.20 CACS FORUM編集委員会 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 CD-ROM 事務室 文部科学省埼玉大学分析センター技術専門職員 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 センター長会議(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 専任教官会議(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 センター長会議(平成12年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 専任教官会議(平成12年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 センター長会議(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 専任教官会議(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 センター長会議(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2013年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学外会議等 専任教官会議(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2013年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学内会議等 運営委員会(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学内会議等 運営委員会(平成12年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学内会議等 運営委員会(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 会議等 学内会議等 運営委員会(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2013年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 井上科学振興財団、国際研究集会出席旅費援助申請書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 1999年4月26日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 日本学術振興会、海外特別研究員最終報告書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 1999年4月28日 5年 2005年3月31日 紙 作成教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 平成１１年度日本学術振興会外国人特別研究員、国内募集分第２次 文部省埼玉大学地域共同研究センター古閑二郎 1999年4月30日 5年 2005年3月31日 紙 本間俊司 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 平成１１年度核燃料サイクル公募型研究推進制度研究テーマ提案書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 1999年6月29日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 住友財団、基礎科学研究助成申請書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 1999年6月30日 5年 2005年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 平成１２年原子力基礎研究制度研究課題提案書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 2000年2月14日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 吉田科学技術財団、国際研究集会派遣研究者申請書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 2000年3月24日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 研究関係 研究関係文書 矢崎科学技術振興記念財団、2000年度「国際交流援助」申請書 文部省埼玉大学地域共同研究センター本間俊司 2000年4月11日 5年 2006年3月31日 紙 申請教官 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター申請教官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 ニュース ニュース11号 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年5月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 ニュース ニュース 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 紀要 紀要 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 研究相談 教官プロフィール 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 研究相談 教官プロフィール 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年11月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 成果報告書 成果報告書 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 年報 年報 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 年報 年報7号 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 広報資料 年報 年報8号 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2013年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 講演会(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 高度技術研修(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 講演会(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 3年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 高度技術研修(平成12年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 講演会(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 高度技術研修(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 3年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 講演会および研修等 講演会 高度技術研修(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 大学開放事業 サテライト関係 研究技術相談(平成11年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 1999年4月1日 5年 2005年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2010年3月31日
地域共同研究センター 大学開放事業 サテライト関係 研究技術相談(平成12年度) 文部省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2000年4月1日 5年 2006年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2011年3月31日
地域共同研究センター 大学開放事業 サテライト関係 研究技術相談(平成13年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2001年4月1日 5年 2007年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2012年3月31日
地域共同研究センター 大学開放事業 サテライト関係 研究技術相談(平成14年度) 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 2002年4月1日 5年 2008年3月31日 紙 事務室 文部科学省埼玉大学地域共同研究センター技術専門官 廃棄 2013年3月31日


