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大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

会議 学外会議 青森県留学生交流推進協議会 5年

会議 学内会議 国際教育センター教員会議 10年

会議 学内会議 国際教育センター運営会議 10年

会議 学内会議 国際連携本部運営会議 10年

会議 学外会議
北東北三大学国際交流実務担当者情報交換会・国際化推進専門委
員会

5年

会議 学外会議 学外会議関係 5年

行事・式典 留学生交流 外国人留学生ねぷた交歓会・卒業・修了懇談会 3年

調査 学内関係 諸通知・各種調査関係 5年

文書管理 公印使用簿 公印使用簿 5年

服務 研修 研修関係 5年

服務 人事 人事関係 3年

服務 兼業 兼業関係 3年

服務
勤務時間・休
暇

出勤簿 3年

服務
勤務時間・休
暇

休暇簿 3年

服務
勤務時間・休
暇

勤務時間報告書 5年

服務
勤務時間・休
暇

超過勤務申請・命令簿 5年

服務
勤務時間・休
暇

勤務時間割振り変更簿 3年

服務
勤務時間・休
暇

代休日指定簿 3年

出張関係 旅行命令 旅行命令簿等綴 7年

会計関係 予算 予算関係 5年

会計関係 資産管理 物品関係 5年

会計関係 謝金 留学生チューター謝金 5年

会計関係 謝金 謝金関係 5年

会計関係 寄附金 弘前大学基金事業関係 5年

会計関係 その他 タクシーチケット受払簿 3年

研究関係 研究助成 科学研究費助成事業 5年

刊行物 シラバス 短期留学プログラム授業科目シラバス 30年
H28まで国
際交流科目

刊行物 留学生交流 青森県留学生交流推進協議会広報誌「あそさ」 5年

教務 修了・移籍 外国人留学生の研修修了証書発行について 30年

教務 授業 日本語・日本事情関連科目（履修科目届・履修者名簿・成績記入表） 10年
H28まで国
際交流科目

教務 授業 授業実施報告書 5年

留学生 外国政府派遣 マレイシア政府派遣留学生受入れ 5年

留学生 国費留学生 日本語・日本文化研修留学生募集要項 5年

留学生 国費留学生 日本語・日本文化研修留学生採用結果 5年
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留学生 国費留学生 国内採用国費留学生選考結果 5年

留学生 国費留学生 国内採用国費留学生推薦書類 5年

留学生 国費留学生 国費研究留学生採用結果 5年

留学生 国費留学生 国費留学生渡日・帰国旅費 5年

留学生 国費留学生 国費外国人留学生受入 5年

留学生 私費留学生 日本学生支援機構（JASSO）　海外留学支援制度 協定受入 5年

留学生 私費留学生 特別聴講学生受入 5年

留学生 私費留学生 海外協定校出身留学生授業料等免除関係 5年

留学生 私費奨学金 私費外国人留学生学習奨励費給付制度 5年

留学生 私費奨学金 ロータリー米山記念奨学生 5年

留学生 私費奨学金 弘前市私費留学生就学援助金 5年

留学生 私費奨学金 民間団体等奨学金 5年

留学生 補助金 留学生住宅総合補償制度 3年

留学生 国際交流会館 入居関係書類 3年

留学生 国際交流会館 寄宿料・学校財産貸付料・使用料債権発生通知書・内訳書管理簿 5年

留学生 帰国外国人 帰国外国人留学生名簿 30年

留学生 広報 外国人留学生のための進学説明会 3年

留学生 広報 留学フェア関係（JASSO等） 5年

留学生 その他 留学生受入・帰国等定期報告 5年

留学生 その他 弘前パスポート 3年

派遣留学 奨学金 日本学生支援機構（JASSO）　海外留学支援制度 協定派遣 5年

派遣留学 奨学金 官民協働海外留学支援制度関係 5年

派遣留学 奨学金 民間団体等奨学金 5年

派遣留学 海外研修 海外短期研修プログラム関係 5年

派遣留学 協定校留学 協定校留学関係 5年

派遣留学 その他 はやぶさカレッジ 5年

留学生 留学生交流 留学生地域交流事業 3年

留学生 留学生交流 ホームビジットプログラム 5年

留学生 留学生交流 留学生派遣事業等 5年

国際交流 助成 JSTさくらサイエンスプラン関係 5年

国際交流 交流協定 大学間交流協定の締結について 30年

国際交流 交流協定 交流協定締結書 30年

国際交流 教員交流 教員交流プログラム 5年

国際交流 派遣 グローカル人材育成事業関係（学生海外PBLプログラム） 5年
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国際交流 派遣 学都ひろさき未来基金（グローカル人材育成事業関係） 5年

国際交流 その他 学都ひろさき未来基金関係 5年

国際交流 その他 日米学生会議 5年

国際交流 派遣 学生海外派遣促進事業 5年

国際交流 その他 World's Challenge Challenge 5年

その他
安全保障輸出
管理

安全保障輸出管理関係 5年

派遣留学 海外研修 成績優秀学生の海外語学研修（2018年度～） 5年

国際交流 教員交流 「エラスムス＋」事業 5年

行事・式典 留学生交流 文化体験交流会 5年

国際交流 その他 文科省事業関連 5年

留学生 奨学金 留学生に対する応急生活支援 5年

留学生 その他 サマープログラム 10年

留学生 その他 ウィンタープログラム 10年

派遣留学 派遣 協定校留学（長期・短期） 10年

派遣留学 派遣 協定校留学（長期・短期） 10年

派遣留学 派遣 オンライン留学プログラム 10年
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