
法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館 図書館広報（保存用）
東京学芸大学附属図書館月報(図書館ニュースの前身）　保
存用

附属図書館情報サービス課参考調
査係

1966年度 1967年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 一般教育読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

1976年度 1977年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

1978年度 1979年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館利用案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

1979年度 1980年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

東京学芸大学附属図書館概要　保存用 附属図書館情報管理課総務係 1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 新入学生のための一般教育読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

1994年度 1995年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

1995年度 1996年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成11年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成8～12年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

附属図書館規程等改正文書綴（決裁文書等） 附属図書館情報管理課総務係 2000年度 2001年4月1日 30年 2030年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース　保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2000年度 2001年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

東京学芸大学附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成12年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成13年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産台帳 図書原簿 附属図書館情報管理課収書係 2001年度 2002年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2001年度 2002年4月1日 30年 2031年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2001年度 2002年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

年次報告保存用（平成13年度版） 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成14年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2002年度 2003年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2002年度 2003年4月1日 30年 2032年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

附属図書館概要保存用 附属図書館情報管理課総務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成15年度非常勤職員出勤簿 附属図書館情報管理課総務係 2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
附属図書館情報サービス課参考調
査係

2003年度 2004年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 附属図書館情報管理課目録情報係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 附属図書館情報管理課目録情報係 2003年度 2004年4月1日 30年 2033年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産目録 図書資産目録(承継資産分) 学術情報部情報管理課学術資料係 2004年度 2005年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成16年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
学術情報部情報サービス課参考調
査係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課参考調
査係

2004年度 2005年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog） 学術情報部情報管理課電子情報係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース 学術情報部情報管理課電子情報係 2004年度 2005年4月1日 30年 2034年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成17年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内保存用
学術情報部情報サービス課情報リ
テラシー係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課情報リ
テラシー係

2005年度 2006年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog）
学術情報部情報管理課情報基盤整
備室学術ポータル係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース
学術情報部情報管理課情報基盤整
備室学術ポータル係

2005年度 2006年4月1日 30年 2035年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産目録 平成17年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2005年度 2006年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成18年度非常勤職員出勤簿 学術情報部情報管理課総務係 2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 共通科目のための読書案内
学術情報部情報サービス課情報リ
テラシー係

2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

電算室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 図書館ニュース保存用
学術情報部情報サービス課情報リ
テラシー係

2006年度 2007年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 OPAC（Online Public Access Catalog）
学術情報部情報管理課情報基盤整
備室学術ポータル係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 当館作成オリジナルデータベース
学術情報部情報管理課情報基盤整
備室学術ポータル係

2006年度 2007年4月1日 30年 2036年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産目録 平成18年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2006年度 2007年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成19年度非常勤職員出勤簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成19年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

2/15



法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成19年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成19年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成19年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2007年度 2008年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成19年度図書資産目録 学術情報部情報管理課学術資料係 2007年度 2008年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成19年附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2007年度 2008年4月1日 30年 2037年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成20年度非常勤職員出勤簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成20年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成20年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成20年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成20年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2008年度 2009年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成20年度図書資産目録
学術情報部情報管理課　図書情報
係

2008年度 2009年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成20年附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2008年度 2009年4月1日 30年 2038年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成21年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成21年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成21年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成21年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成21年図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2009年度 2010年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成21年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2009年度 2010年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成21年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2009年度 2010年4月1日 30年 2039年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成22年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成22年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成22年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成22年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成22年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2010年度 2011年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成22年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2010年度 2011年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成22年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2010年度 2011年4月1日 30年 2040年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成23年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成23年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成23年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成23年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成23年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2011年度 2012年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成23年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2011年度 2012年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成23年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2011年度 2012年4月1日 30年 2041年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成24年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成24年OPAC（Online Public Access Catalog）
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成24年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館 蔵書目録 平成24年当館作成オリジナルデータベース
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 現金出納簿 平成24年度現金出納簿
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成24年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成24年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成24年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2012年度 2013年4月1日 10年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成24年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2012年度 2013年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成24年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2012年度 2013年4月1日 30年 2042年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成25年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成25年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成25年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 平成25年度図書館利用案内　保存用
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成25年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2013年度 2014年4月1日 10年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成25年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2013年度 2014年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成25年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2013年度 2014年4月1日 30年 2043年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成26年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援課総務係（学術情報
課兼務担当）

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成26年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成26年度収入金日計表
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成26年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2014年度 2015年4月1日 10年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成26年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2014年度 2015年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成26年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2014年度 2015年4月1日 30年 2044年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成27年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成27年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成27年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成27年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成27年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2015年度 2016年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成27年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2015年度 2016年4月1日 30年 2045年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成28年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成28年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成28年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成28年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成28年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2016年度 2017年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成28年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2016年度 2017年4月1日 30年 2046年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

人事 出張に関するもの 平成29年度旅行命令伺
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

平成29年度学術情報基盤実態調査
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 勤務時間記録簿 平成29年度勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
勤務時間記録に関するも
のであって，5年保存が必
要であると認めるもの

平成29年度勤務日及び勤務時間表
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

平成29年度図書館調査
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成29年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成29年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

平成29年度製本関係綴
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度購入予定外国雑誌の見積について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度外国雑誌の予約について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度外国雑誌契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
電子ジャーナル・データ
ベース利用申請関係資料

平成29年度外部データベース利用申請
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度外国雑誌前金払精算明細書
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

平成29年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度随意契約にかかる事前伺書
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファ
イル

教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度返納金債権発生について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
債権発生通知及びこれに
関する決裁文書

平成29年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度文献複写依頼簿
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

平成29年度文献複写受付簿
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 平成29年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
研究用図書購入予算執行
状況に関するもの

平成29年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の寄贈に関す
る決裁文書

平成29年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
外国新刊図書購入価格に
関する決裁文書

平成29年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の除却及び処
分に関する決裁文書

平成29年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 電子情報
ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成29年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成29年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成29年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 30年 2047年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

会計 予算配分に関する文書 平成29年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

附属図書館
図書館の利用申請に関す
るもの

平成29年度図書館利用証申込書
教育研究支援部学術情報課利用者
支援係

2017年度 未定
有効期間終了後
1年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

人事 出張に関するもの 平成30年度旅行命令伺
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

平成30年度学術情報基盤実態調査
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 勤務時間記録簿 平成30年度勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
勤務時間記録に関するも
のであって，5年保存が必
要であると認めるもの

平成30年度勤務日及び勤務時間表
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

平成30年度図書館調査
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

平成30年度非常勤職員勤務時間記録簿
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

平成30年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用
教育研究支援部学術情報課学術企
画係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

平成30年度製本関係綴
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度外国雑誌の予約について（伺）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度外国雑誌契約関係文書ファイル
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
電子ジャーナル・データ
ベース利用申請関係資料

平成30年度外部データベース利用申請
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度外国雑誌前金払精算明細書
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

平成30年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度随意契約にかかる事前伺書
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファ
イル

教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度返納金債権発生について（通知）
教育研究支援部学術情報課雑誌情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成30年度収入金払込書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
債権発生通知及びこれに
関する決裁文書

平成30年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度文献複写依頼簿
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

平成30年度文献複写受付簿
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

平成30年度領収証書
教育研究支援部学術情報課情報リ
テラシー係

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

会計 資産目録 平成30年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
研究用図書購入予算執行
状況に関するもの

平成30年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の寄贈に関す
る決裁文書

平成30年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
外国新刊図書購入価格に
関する決裁文書

平成30年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の除却及び処
分に関する決裁文書

平成30年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 電子情報
ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

平成30年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の利用に関す
る決裁文書

平成30年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営 各種委員会に関するもの 平成30年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

平成30年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 30年 2048年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

会計 予算配分に関する文書 平成30年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

附属図書館
図書館の利用申請に関す
るもの

平成30年度図書館利用証申込書
教育研究支援部学術情報課利用者
支援係

2018年度 未定
有効期間終了後
1年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

人事 出張に関するもの 令和元年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和元年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和元年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 勤務時間記録簿 令和元年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
勤務時間記録に関するも
のであって，5年保存が必
要であると認めるもの

令和元年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 研修に関するもの 令和元年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和元年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和元年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

令和元年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

令和元年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

令和元年度製本関係綴 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度外国雑誌の予約について（伺） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度外国雑誌契約関係文書ファイル 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
電子ジャーナル・データ
ベース利用申請関係資料

令和元年度外部データベース利用申請 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度外国雑誌前金払精算明細書 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度研究室等購入外国雑誌の申込について（照会） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度研究室等購入国内雑誌の申込について（照会） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

令和元年度研究室備付け雑誌の合冊製本費について（通知） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度随意契約にかかる事前伺書 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度電子ジャーナル・データベース契約関係文書ファ
イル

総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度返納金債権発生について（通知） 総務部学術情報課雑誌情報係 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和元年度収入金払込書
総務部学術情報課情報リテラシー
係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
債権発生通知及びこれに
関する決裁文書

令和元年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
総務部学術情報課情報リテラシー
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度文献複写依頼簿
総務部学術情報課情報リテラシー
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和元年度文献複写受付簿
総務部学術情報課情報リテラシー
係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和元年度領収証書
総務部学術情報課情報リテラシー
係

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計 資産目録 令和元年度図書資産目録
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度教員推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
研究用図書購入予算執行
状況に関するもの

令和元年度研究用図書購入予算執行状況
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の寄贈に関す
る決裁文書

令和元年度図書館資料寄贈受入関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
外国新刊図書購入価格に
関する決裁文書

令和元年度外国新刊図書購入価格について
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度図書館推選図書関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の除却及び処
分に関する決裁文書

令和元年度物品（図書）の除却・譲渡関係
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度留学生用図書購入伺
教育研究支援部学術情報課図書情
報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 電子情報
ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和元年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
教育研究支援部学術情報課図書情
報係，雑誌情報係

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の利用に関す
る決裁文書

令和元年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営 各種委員会に関するもの 令和元年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

令和元年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 30年 2049年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

会計 予算配分に関する文書 令和元年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

附属図書館
図書館の利用申請に関す
るもの

令和元年度図書館利用証申込書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2019年度 未定
有効期間終了後
1年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
図書館の利用に関する文
書

令和元年度時間外開館業務日誌
総務部学術情報課利用者サービス
係

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成24年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2012年度 2013年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成25年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2013年度 2014年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成26年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2014年度 2015年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成27年度大学史資料室運営委員会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成27年度大学史資料室室員会議会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成27年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2015年度 2016年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
師範学校アーカイブズ運営
のため，10年保存が必要
であると認めるもの

平成28年度特別経費（プロジェクト分）
－文化的・学術的な資料等の保存等－

教育研究支援部大学史資料室事務
室

2015年度 2016年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
師範学校アーカイブズ運営
のため，10年保存が必要
であると認めるもの

平成29年度特別経費（プロジェクト分）
－文化的・学術的な資料等の保存等－

教育研究支援部大学史資料室事務
室

2016年度 2017年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成28年度大学史資料室運営委員会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成28年度大学史資料室室員会議会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2016年度 2017年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成28年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2016年度 2017年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成29年度大学史資料室運営委員会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成29年度大学史資料室室員会議会議事要旨
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年度 2018年4月1日 10年 2027年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿 平成29年勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年 2018年1月1日 5年 2022年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 旅行命令簿 平成29年度旅行命令簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 物品購入依頼書 平成29年度購入依頼書
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年度 2018年4月1日 5年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成29年度勤務時間記録簿
教育研究支援部大学史資料室事務
室

2017年度 2018年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成30年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

平成30年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年4月1日 10年 2028年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿 平成30年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年1月1日 5年 2023年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 旅行命令簿 平成30年度旅行命令簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 物品購入依頼書 平成30年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年4月1日 5年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 平成30年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2018年度 2019年4月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和元年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和元年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年4月1日 10年 2029年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿 令和元年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年1月1日 5年 2024年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和元年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年4月1日 3年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 旅行命令簿 令和元年度旅行命令簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 物品購入依頼書 令和元年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和元年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2019年度 2020年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 出張に関するもの 令和2年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和2年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和2年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 勤務時間記録簿 令和2年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
勤務時間記録に関するも
のであって，5年保存が必
要であると認めるもの

令和2年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 研修に関するもの 令和2年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和2年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和2年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

令和2年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

令和2年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産目録 令和2年度図書資産目録
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度教員推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の寄贈に関す
る決裁文書

令和2年度図書館資料寄贈受入関係
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館
外国新刊図書購入価格に
関する決裁文書

令和2年度外国新刊図書購入価格について
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度図書館推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の除却及び処
分に関する決裁文書

令和2年度物品（図書）の除却・譲渡関係
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度留学生用図書購入伺
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度雑誌購読調査（外国・国内雑誌）
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度外国雑誌予約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度前金外国雑誌契約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度前金外国雑誌精算関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

令和2年度製本関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
電子ジャーナル・データ
ベース利用申請関係資料

令和2年度電子ジャーナル・データベース利用申請関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
研究用図書購入予算執行
状況に関するもの

令和2年度研究用図書購入予算執行状況
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 電子情報
ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和2年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の利用に関す
る決裁文書

令和2年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営 各種委員会に関するもの 令和2年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

令和2年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 30年 2050年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

会計 予算配分に関する文書 令和2年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和2年度収入金払込書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
債権発生通知及びこれに
関する決裁文書

令和2年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度文献複写依頼簿
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和2年度文献複写受付簿
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 5年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和2年度領収証書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 10年 2025年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
図書館の利用申請に関す
るもの

令和2年度図書館利用証申込書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 未定
有効期間終了後
1年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
図書館の利用に関する文
書

令和2年度時間外開館業務日誌
総務部学術情報課利用者サービス
係

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和2年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和2年度大学史資料室室員会議会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 10年 2030年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事 勤務時間記録簿 令和2年勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年1月1日 5年 2025年末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和2年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 3年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 物品購入依頼書 令和2年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和2年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営 学内通知文書 令和2年度学内一般文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営 学内通知文書 令和2年度学内回答文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2020年度 2021年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

附属図書館
図書館資料の利用に関す
る決裁文書

令和3年度附属図書館資料撮影等利用に関する文書 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

管理・運営 各種委員会に関するもの 令和3年度学術情報委員会関係文書ファイル 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

管理・運営
本学の規程等の制定改廃
に関するもの

令和3年度附属図書館規程・内規等 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 30年 2051年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 廃棄

会計 予算配分に関する文書 令和3年度予算関係 教育研究支援部学術情報課副課長 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課副課長 移管 歴史的緊急事態関連

人事 出張に関するもの 令和3年度旅行命令伺 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和3年度学術情報基盤実態調査 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和3年度休暇簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 勤務時間記録簿 令和3年度勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
勤務時間記録に関するも
のであって，5年保存が必
要であると認めるもの

令和3年度勤務日及び勤務時間表 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事 研修に関するもの 令和3年度研修関係資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度国立教育系大学附属図書館協議会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営 他機関からの通知文書 令和3年度国立大学図書館協会に関する資料 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
各種統計調査に関するも
の

令和3年度図書館調査 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

人事
出勤簿及び勤務時間記録
簿（非常勤）

令和3年度非常勤職員勤務時間記録簿 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限 紙 事務室 総務部学術情報課学術企画係 廃棄

管理・運営
本学が発行する広報，学
報，職員録等（保存用）

令和3年度東京学芸大学附属図書館概要　保存用 総務部学術情報課学術企画係 2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術企画係 廃棄

会計 資産目録 令和3年度図書資産目録
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
「東京学芸大学図書管理事務取扱実
施細則」にある「資産目録」という表現
を使う

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度教員推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の寄贈に関す
る決裁文書

令和3年度図書館資料寄贈受入関係
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
外国新刊図書購入価格に
関する決裁文書

令和3年度外国新刊図書購入価格について
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄
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法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度図書館推選図書関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の除却及び処
分に関する決裁文書

令和3年度物品（図書）の除却・譲渡関係
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度留学生用図書購入伺
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 電子情報
ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度図書館資料購入依頼・発注情報ファイル及び関連
文書ファイル

総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄 図書は電子データ

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度図書館資料購入伝票及び関連文書ファイル
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（図書・雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度雑誌購読調査（外国・国内雑誌）
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度外国雑誌予約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度前金外国雑誌契約関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の購入に関す
る決裁文書

令和3年度前金外国雑誌精算関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館資料の製本及び修
理に関する決裁文書

令和3年度製本関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
電子ジャーナル・データ
ベース利用申請関係資料

令和3年度電子ジャーナル・データベース利用申請関係資料
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
研究用図書購入予算執行
状況に関するもの

令和3年度研究用図書購入予算執行状況
総務部学術情報課学術リソース管
理係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室
総務部学術情報課学術リソース管理
係（雑誌担当）

廃棄

附属図書館
図書館の利用申請に関す
るもの

令和3年度図書館利用証申込書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 未定
有効期間終了後
1年

未定 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
図書館の利用に関する文
書

令和3年度時間外開館業務日誌
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
図書館の利用に関する決
裁文書

令和3年度ラーニングコモンズ利用申請書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 1年 2022年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和3年度大学史資料室運営委員会議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

管理・運営
各種委員会の記録に関す
るもので重要なもの

令和3年度大学史資料室室員会議議事要旨
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄 保存期間について法規係と調整済み

人事
休暇簿等の給与簿に関す
るもの

令和3年度休暇簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 3年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計 物品購入依頼書 令和3年度購入依頼書
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 5年 2024年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

人事 勤務時間記録簿（非常勤） 令和3年度勤務時間記録簿
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年1月1日 無期限 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営 学内通知文書 令和3年度学内一般文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 1年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

管理・運営 学内通知文書 令和3年度学内回答文書綴
総務部学術情報課大学史資料室事
務室

2021年度 2022年4月1日 1年 2023年度末 紙 事務室
総務部学術情報課アーカイブ室アー
カイブ係

廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和3年度収入金払込書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 10年 2031年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
債権発生通知及びこれに
関する決裁文書

令和3年度文献複写に伴う債権発生について  (通知）
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度文献複写依頼簿
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

14/15



法人文書ファイル管理簿データ（学術情報課）

１）大分類 ２）中分類 ３）小分類（法人文書ファイル名） ４）作成・取得者
５）作成・取
得年度等

６）起算日 ７）保存期間
８）保存期間
    満了時期

９）媒体の
種別

10）保存場所 11）管理担当課・係
12)保存期間満
了時の措置

備考

附属図書館
文献複写等(依頼)の関係
で，5年保存が必要である
と認めるもの

令和3年度文献複写受付簿
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 5年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

会計
文献複写等料金の収受の
関係で，10年保存が必要
であると認めるもの

令和3年度領収証書
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 10年 2026年度末 紙 事務室 総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄

附属図書館 図書館広報（保存用） 令和3年度東京学芸大学附属図書館かわらばん　保存用
総務部学術情報課利用者サービス
係

2021年度 2022年4月1日 無期限
電子:共有
サーバー内

ICTセンター
サーバ

総務部学術情報課利用者サービス係 廃棄
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