大正9年

学生課の職務に関わる文部省等からの通牒や、庶務課からの学内規程・内規の制定改正
通知、学生課の所掌事項に関する規程類の決裁文書や検討メモ等を編綴したもの。規程 全部公開
集ではない。

1 学生生徒児童身体検査規程（写）

大正9年7月27日

学生生徒児童身体検査規程（大正九年七月二十七日文部省令第一六号）／発育概評決定標準（大
正九年七月二十七日文部省令第九号）

全部公開

2 東北帝国大学通則中改正の件（授業料改正）

昭和4年3月23日

庶務課から学生課宛て通則改正通知

全部公開

3 学校医令ニ関スル件

昭和4年4月19日

学校医令公布に関する文部次官通牒

全部公開

4 学校医職務ニ関スル件

昭和4年10月23日

学校医、幼稚園及青年訓練所医ノ職務ニ関スル件通牒（文部次官→総長）

全部公開

5 大学処務規程改正ニ関スル件（監督設置ノ件）

不明

暖房・給水・瓦斯・電気に関する工事設計監督の設置

全部公開

6 学部長委任事項波学部処務規程中改正ノ件

昭和6年3月31日

庶務課長から学生課長宛通知（学部委任事項から歳入徴収関係を削除）

全部公開

7 文官俸給与細則第一条但書ノ取扱ニ関スル件

昭和6年4月7日

庶務課長から学生課長宛通知

全部公開

8 火災警備規程制定ノ件

昭和6年3月31日

庶務課長から学生課長宛通知（東北帝国大学火災警備規程／東北帝国大学消防班被服規程／火
防心得）

全部公開

9 本部当直規程改正ノ件

昭和6年8月27日

庶務課長から学生課長宛通知（東北帝国大学本部当直規程改正）

全部公開
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例規（大正九年－昭和二十四年）

10 本部物品監守者及物品取扱主任ノ事務取扱手続

不明

全部公開

11 東北帝国大学通則中改正ノ件（学部学生入学関係） 昭和8年12月11日

庶務課長から学生課長宛通知（東北帝国大学通則改正案／文部省直轄学校外国人特別入学規程
(明治３４)）

全部公開

12 東北帝国大学通則中改正ノ件（授業料改正）

昭和9年7月19日

庶務課長から学生課長宛通知（東北帝国大学通則改正ノ要点）

全部公開

13 兵役二服スル為入営ノ学生ノ取扱ニ関スル件

昭和9年11月16日

昭和4年2月5日評議会議事録抜粋／兵役入営期改正ニ関スル学部長会議（決定事項）

全部公開

14 御真影及勅語奉安規程改正ノ件

昭和10年5月

御真影及勅語奉安規程

全部公開

15 本部当直規程改正ノ件

昭和10年12月1日

東北帝国大学本部当直規程

全部公開

16 本学処務規程改正ノ件（寄附ノ件）

昭和11年5月2日

17 評議会議事審査事項内規中改正ノ件

昭和11年5月13日

全部公開
庶務課長から学生課長宛通牒

全部公開

文部大臣ノ主管ニ属スル法人ノ設立及監督ニ関スル
18
昭和11年11月16日
規程改正ノ件

庶務課長から学生課長宛通知／規程写し

全部公開

19 再入学時期ニ関スル通則解釈ノ件

評議会幹事から学生課長宛通牒／「再入学は事情に由り学年の中途に於ても許可することあるべし」
全部公開
との意見

昭和11年12月14日

20

現役兵又ハ応召学生生徒ニ対シ授業料其他臨時取
昭和13年2月15日
扱方ノ件

総長から学生課長宛通牒。／戦傷病死により召集解除とされた者の減免に関する通牒案（写）

全部公開

21

勅任官待遇以上ノ者死去ノ際幣帛御下賜規定改正ノ
昭和13年11月14日
件

庶務課長から学生課長宛通牒／文部大臣官房秘書課長から総長宛内報（写）／宮中席次

全部公開

昭和14年7月24日

庶務課長から学生課長宛通知／東北帝国大学職員服務心得

全部公開

昭和15年5月

黌旗ニ関スル内規（保管部局、旗手選定方法、使用方法）／校旗制定に関するメモ／校旗の仕様に
関する検討メモ／各教授等の意見／第二高等学校校旗メモ／仙台高等工業学校校旗メモ

全部公開

24 寄宿舎規程中改正ノ件

昭和15年6月21日

庶務課長から学生課長宛通知（規程改正許可の件）／本学寄宿舎規程改正の件学生課長から庶務
課長宛依頼／規程改正理由書／東北帝国大学寄宿舎規程改正案（学生たる体面を汚したる場合は 全部公開
退舎）

25 庶務課事務分掌規程中改正ノ件

昭和15年8月21日

全部公開

26 会計課事務分掌規程中改正ノ件

昭和15年8月27日

全部公開

27 満支両国人学生生徒ノ取扱ニ関スル件

昭和12年10月16日

事変勃発後帰国者に対する休学等の措置について。文部次官通牒写し／学生課長から各学部長宛
全部公開
て移牒案

28 学校長ノ会同ニ関スル件

昭和15年7月25日

庶務課長から学生課長宛通知（会合実施の際の文部省への報告命令）

全部公開

学生主事・同主事補、生徒主事・同主事補、事務官、
昭和15年8月24日
書記等の会同ニ関スル件

22 職員服務心得中改正ノ件
23 黌旗ニ関スル内規

29

庶務課長から学生課長宛通知（会合実施の際の文部省への報告命令）

全部公開

学生生徒児童ノ中華民国、満州国ヘノ旅行ニ関スル
30
昭和15年5月9日
件

総長宛文部次官通牒(写）。旅行の制限及び禁止。

全部公開

31 本学学生制服並徽章ノ制定（襟徽章追加ノ件伺）

法文学部襟徽章「L」追加の件／「東北帝国大学学生服制並ニ徽章ノ制定」（制服・徽章の規程）

全部公開

総長宛文部次官通知

全部公開

32

大正12年2月28日

学校教練中傷痍ヲ受ケ若シクハ疾病ニ罹リタル者等
昭和4年7月24日
ノ慰籍金ノ件

33 事務職員休暇内規

不明

事務職員休暇内規／日給傭人休暇内規

全部公開

34 職員進退上申様式ニ関スル件

昭和6年5月16日

庶務課長より学生課長宛通牒

全部公開

35 職員ノ諸願届書式ニ関スル件

昭和6年5月9日

庶務課長より学生課長宛通牒（書式制定の件：欠勤届／転地療養届／転居届／転籍届／改姓(名)
届／応召届／帰省届／出発届／帰学届／帰朝届／死亡届／忌服届／私祭届／着任届／宿所届／ 全部公開
休暇届／改印届）

36 欠勤日数算定方ニ関スル件

昭和9年2月21日

庶務課長より学生課長宛移牒

全部公開

37 職員戦死者等弔慰ニ関スル件

昭和13年2月14日

総長より学生課長宛通知

全部公開

38 卒業及在学証明書下附ニ関スル件

昭和14年7月17日

学部長名で下附する件について。実施・通知案

全部公開

昭和14年8月22日

（本文欠落）

全部公開

昭和15年7月24日

庶務課長より学生課長宛通牒（大臣官房通牒「官庁暑中半休廃止ノ件」）

全部公開

39

学生生徒ノ運動競技試合ニ関スル件通牒（本文な
し。目次のみ掲載）

40 官庁暑中半休廃止ノ件

例規（大正九年－昭和二十四年）

大正9年

学生課の職務に関わる文部省等からの通牒や、庶務課からの学内規程・内規の制定改正
通知、学生課の所掌事項に関する規程類の決裁文書や検討メモ等を編綴したもの。規程 全部公開
集ではない。

学校ノ入学願書、卒業証書等ニ記載スル族籍記載
廃止ノ件

昭和13年7月15日

庶務課長より学生課長宛通牒（文部次官通牒「学校ノ入学願書、卒業証書等ニ記載スル族籍ニ関ス
全部公開
ル件」）

42 戸籍ノ抄本ヲ以テ戸籍ノ謄本ニ代用方ノ件

昭和13年8月10日

庶務課長より学生課長宛通牒（戸籍ノ抄本ヲ以テ戸籍ノ謄本ニ代用方ノ件」）

全部公開

43 外国学生ニ関スル事項報告ノ件回答（本文欠）

大正12年11月17日

総長名での文部次官宛て回答案（回答本文なし）

全部公開

44 学生部報告例ニ関スル件

昭和5年4月1日

総長宛文部次官通牒（文部省学生部宛報告書様式の統一整理）／学生部報告例（報告事項、報告ノ
全部公開
方法、報告文作製上ノ注意）

45 学生生徒身上調査表ニ関スル件

昭和5年3月31日

総長宛文部省学生部長文書（学生部報告例に記された、思想上注意を要する学生の身上調査票実
物見本送付）

全部公開

46 支那留学生ノ内地見学旅行ノ件

昭和7年10月1日

総長宛文部省専門学務局長文書（帰国留学生の内地見学旅行に関する日数及び補給旅費につい
て）

全部公開

47 文書報告ニ関スル件

昭和6年6月15日

庶務課長から学生課長宛申進（各種報告文書の庶務課への提出期一覧／文部省年報記載事項／
訂正表）

全部公開

48 学生生徒児童ノ外国旅行ニ関スル件

昭和6年12月9日

総長宛文部次官通牒（学生生徒児童ノ外国旅行ニ関スル件）／各学部長宛て学生課長移牒案

全部公開

49 御歴代天皇ノ御追号ノ読法通牒ノ件

昭和15年9月17日

庶務課長から学生課長宛通牒（文部次官通牒「天皇御追号読法」）

全部公開

本部/学生
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50

実業学校及実業専門学校卒業者ノ上級学校進学ニ
昭和15年12月17日
関スル件

庶務課長から学生課長宛通牒（総長宛文部省専門学務局長通牒「実業学校及実業専門学校卒業者
ノ上級学校進学ニ関スル件」写／実業専門学校長宛文部省専門学務局長通牒「実業学校及実業専 全部公開
門学校卒業者ノ上級学校進学ニ関スル件」写）／実業専門学校入学者数メモ／庶務課長から学生課

51 学校教職員ノ著書並論文ノ報告ニ関スル件

昭和16年2月25日

総長宛文部省教学局長官通牒（「学校教職員ノ著書並論文ノ報告ニ関スル件」）

全部公開

52 満洲国留日学生会規程改正ニ関スル件

康徳8年（昭和16年）2月5日

東北帝国大学分会長宛満州国留日学生会中央事務所長通知／満洲国留日学生会規程（改正分）

全部公開

53 青少年学徒食糧飼料等増産運動実施ニ関スル件

昭和16年2月8日

総長宛文部次官通牒／青少年学徒食糧飼料等増産運動実施要綱／（高等学校・専門学校長宛）文
部次官通牒

全部公開

54 学校卒業者就職推薦時期ニ関スル件

昭和15年5月28日

総長宛文部次官通牒(写）

全部公開

55 学生生徒ノ旅行ニ関スル件

昭和15年6月20日

総長宛文部次官通牒(写）

全部公開

学生課長宛医学部附属医院事務官通知

全部公開

56

附属医院（学生診療所）ニ於ケル学生生徒レントゲン
昭和16年3月29日
写真料減額改正ノ件

57 事務職員補充ノ件

昭和16年1月6日

庶務課長から学生課長宛通知（文部大臣官房秘書課長）

全部公開

58 特選留学生学費其他支給規程

不明

特選留学生選定に関する通知の写（特選留学生学費其他支給規程／特選留学生申請書様式）

全部公開

59 官吏以下賄料支給額改正ノ件

昭和16年4月1日

会計課長より学生課長宛通知

全部公開

60 出張内申並報告様式統一ノ件

昭和16年4月24日

庶務課長より学生課長宛通知

全部公開

61 学生課課務分掌規程

昭和15年8月1日

学生課長・学生主事2名および課員の分掌事項

全部公開

62 本学貯蓄組合規約中改正ノ件

全部公開

昭和16年7月3日

庶務課長から学生課宛て通知

軍需品工場ニ於ケル工鉱業関係大学、専門学校学
63
生、生徒ノ実習ニ関スル件

昭和16年7月3日

総長宛文部省専門学務局長文書／陸文普第一三五三号（軍需品工場ニ於ケル工鉱業関係大学、専
全部公開
門学校学生、生徒ノ実習ニ関スル件）

64 事務職員補充ノ件

昭和16年1月6日

庶務課長から学生課長宛通知（文部大臣官房秘書課長）

全部公開

65 本部各課備附図書ノ貸出ノ件

昭和16年7月21日

図書館起案決裁文書の写し／本部各課備附図書ノ取扱方

全部公開

66 対満支文化事業ニ関スル件

昭和16年9月1日

東亜学校学則／総長宛文部次官文書（対満支文化事業ニ関スル件：外務省から対満事務局・興亜院
全部公開
への事業移管）

67 半島出身卒業生ノ就職斡旋ニ関スル件

昭和16年10月1日

学生課長名通知文書（総長宛朝鮮奨学会理事長依頼文書／半島学生生徒就職懇談会懇談要項）

全部公開

昭和16年9月17日

学生課長宛総長名移牒（総長宛文部次官通牒）

全部公開

昭和16年9月6日

総長宛文部省専門学務局長からの内報(写）。十六年度卒業者の在学年限を三ヶ月短縮することにつ
全部公開
いて。

68

教職員学生生徒ノ旅行及各種会合ノ取扱ニ関スル
件

69 学生生徒卒業期繰上ニ関スル件
70

満洲国派遣教官ノ帰国旅費及視察旅行費補助ニ関
康徳8年（昭和16年）
スル件

東北帝国大学あて駐日満洲国大使館参事官名文書

全部公開

71

大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限昭和十七年度
昭和16年11月1日
臨時短縮ニ関スル件

文部省令第八十一号「大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限昭和十七年度臨時短縮ニ関スル件」
（写）

全部公開

昭和16年10月16日

総長宛文部省専門学務局長・普通学務局長・実業学務局長名の内報／在学徴集延期期間ノ短縮ニ
関スル件(案)／在学徴集延期期間ノ臨時特例(案)／在学徴集延期期間ノ延長ニ関スル件(案)／昭和 全部公開
十六年度臨時徴兵検査規則(案)(抄）

昭和16年10月16日

総長宛文部省専門学務局長通牒（写）

全部公開

74 学生課課務分掌制定ノ件（目次のみ：本文なし）

昭和16年9月1日

(本文欠落）

全部公開

75 学生生徒卒業期繰上ニ関スル件

昭和16年10月7日

文部省専門学務局長名文書（発専一七七号 写）。高等学校では実施しないことについて。

全部公開

76 卒業期繰上実施ニ関スル件

昭和16年10月8日

総長宛文部省専門学務局長名文書（写）。繰上卒業実施に関する確認事項

全部公開

77 帝国大学及官立大学入学試験ニ関スル件

昭和16年11月19日

総長宛文部省専門学務局長通牒（写）。十七年度入学試験について。

全部公開

78 大詔渙発ニ際シ文部大臣訓令ノ件

昭和16年12月8日

文部省訓令第三十一号(写）

全部公開

79 国民服礼装着用ニ関スル件

昭和16年12月10日

学生課長宛総長名通知（文部大臣官房秘書課長通牒、宮内次官通牒）

全部公開

80 東北帝国大学臨時通則

昭和16年12月29日

在学年限臨時短縮実施中の臨時通則（学年、学期、休業等）

全部公開

72 在学徴集延期期間短縮等ニ関スル件
73

大学学部等ノ在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ
関スル件

本部/学生
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例規（大正九年－昭和二十四年）
81

大正9年

法文学部在学年限短縮ニ伴フ昭和十七年度臨時学
昭和17年1月17日
科課程ニ関スル件

学生課の職務に関わる文部省等からの通牒や、庶務課からの学内規程・内規の制定改正
通知、学生課の所掌事項に関する規程類の決裁文書や検討メモ等を編綴したもの。規程 全部公開
集ではない。
学生課長宛法文学部長臨時代理名報告（学年、夏季休暇、法科・経済科学科目変更について

全部公開

昭和17年2月26日

総長宛文部省専門学務局長通牒（写／原則として認めない）

全部公開

83 在学年限又ハ修学年限ノ臨時短縮ニ関スル件

昭和17年6月19日

総長宛文部省専門学務局長通牒（写／学部卒業、予科修了、学部入学等の扱い）／東北帝国大学
臨時通則中改正

全部公開

84 東北帝国大学臨時通則中改正ノ件（授業料ノ件）

昭和17年4月1日

授業料の件

全部公開

休学関係

全部公開
全部公開

82 臨時附属医学専門部卒業生ノ大学進学ノ件

85

東北帝国大学臨時通則中改正ノ件（休学ヲ命ズルコ
不明
トヲ得ルノ件）

86 戦時中ノ官庁執務時間ニ関スル件

昭和17年8月25日

学生課長宛庶務課長通知（内閣→文部大臣官房通牒）。退庁時刻の一時間延長。／学生課長宛庶
務課長通知（文部大臣官房通牒）。施行は当分保留。

87 親和会設立ノ件（趣意書）

昭和17年9月

親和会設立趣意書／親和会規約 親和会は石原謙教授の退官時の寄附金をもとに設立された事務
全部公開
職員・傭人等の福利増進を目的とする組織。会長を法文学部長がつとめる。

88 地図販売制限ニ関スル件

昭和17年9月10日

学生課長あて庶務課長通知（陸地測量部→文部大臣官房通知）

89 会計課事務分掌規程

昭和17年9月

90 昭和十七年四月並同十月入学者ノ呼称ノ件

昭和17年9月30日

全部公開
全部公開

学生課長宛庶務課長通知（評議会での決定）

全部公開

91 大学学部等ノ在学年限ノ昭和十八年度臨時短縮ノ件 昭和17年11月25日

文部省令第六十八号「大学学部等ノ在学年限ノ昭和十八年度臨時短縮ノ件」（写）

全部公開

92 当直規程改正ニ関スル件

学生課長宛庶務課長通知（規程改正）

全部公開

昭和十八年度在学年限又ハ修業年限ノ臨時短縮ニ
93
昭和17年12月18日
関スル件取扱方通牒

総長宛文部省専門学務局長通牒（写）。卒業期、授業、始業・休業、第二学年学生の扱い、大学予
科、臨時学則等。

全部公開

94 学生寄宿舎用建物借入ノ件

昭和17年12月

決裁文書案（会計課起案文書の写）／家屋賃貸承諾書（写）／覚書 仙台市長町字西浦の木造二階
全部公開
建て家屋借用。18年2月より借用し4月上旬より収容開始予定。

95 文部省体育局機構改正ニ関スル件

昭和17年11月13日

総長宛体育局長名通知（体育局分課規程／体育局各課担任者氏名）

全部公開

昭和18年1月30日

総長宛文部省専門学務局長通牒（写）

全部公開

97 東北帝国大学臨時通則改正ニ関スル件

昭和18年2月18日

学生課長宛庶務課長通知（臨時通則改正。学期、休業日、授業料、大学院入学等）

全部公開

98 入学願書ニ添付スル戸籍抄本等ニ関スル件

昭和18年3月5日

庶務課長通知（文部省専門学務局長名文書）。行政事務簡素化及び節約のため添付廃止。

全部公開

99 満洲国留学生養成費交付金交付方ニ関スル件

昭和18年3月13日

大東亜省満洲事務局宛総長名文書（会計課起案文書）の写し。昭和十七年度交付金三百円の交付
申請

全部公開

在学年限短縮ニ伴フ昭和十七年度臨時学科課程並
100
昭和17年6月15日
ニ学生生徒心得ニ関スル件（法文学部）

学生課長宛法文学部長名報告（夏季休業廃止・講義終了に関する件学生便覧に掲載）

全部公開

101 光宣寮寮規

不明

光宣寮は西本願寺仙台別院に設置された、本願寺派寺院並関係者の子弟である東北帝国大学学生
全部公開
を収容する寮。

102 学生寄宿舎（長町）経費支弁ノ件

昭和18年4月2日

会計課起案文書の写し。長町の学生寄宿舎経費に関する支弁伺

全部公開

103 「マイクロホン」用拡声器使用ニ関スル件

昭和18年6月21日

営繕課から学生課宛て文書

全部公開

昭和18年

掲示案及び便覧掲載文案。昭和18年6月23日文部次官通牒に基づくもの。制服新調の禁止 ほか

全部公開

105 国民服礼装ノ着用方改定ニ関スル件

昭和18年7月10日

学生課長宛庶務課長通知（宮内大臣→文部大臣官房秘書課長移牒）

全部公開

106 留学生ノ立入旅行手続ニ関スル件

昭和18年7月15日

各学部・医専主事宛学生課長名移牒案／総長宛文部次官移牒（内務省通牒）。 指定区域外への旅
全部公開
行に際しては学校当局にて願書をまとめ所轄警察署に提出。

96

104

実業学校卒業者及専門学校、実業専門学校等ノ卒
業者ノ上級学校進学ニ関スル件

［本学学生生徒服制につき掲示及び学生便覧掲載
の件］

昭和17年12月17日

107

文官等ニシテ陸海軍ニ徴集又ハ召集セラレタル者ノ
昭和18年8月5日
俸給支給ニ関スル件

学生課長宛庶務課長・会計課長通知／総長宛文部大臣官房秘書課長・会計課長通牒（写）

全部公開

108

文官等ニシテ陸海軍ノ現役ニ服スル場合ノ取扱ニ関
昭和18年8月5日
スル件

学生課長宛庶務課長通知／総長宛文部大臣官房秘書課長文書（写し）

全部公開

学生課長宛庶務課長通知（東北帝国大学本部ノ大掃除ニ関スル取極ノ件 総長裁定）／本部図面

全部公開

109 東北帝国大学本部ノ大掃除ニ関スル取極ノ件

昭和18年9月14日

昭和十八年度帝国大学及官立大学入学試験ニ関ス
110
昭和18年3月27日
ル件
111

［在学徴集延期停止に伴う入営入団学生の授業料
等の徴収に関する件］

昭和十八年度帝国大学及官立大学入学試験ニ関スル件（方針、実施要領、日程、科目など）／帝国
全部公開
大学及官立大学入学試験ニ関スル件（志望学部・学科順位制限など）

昭和18年10月15日

総長宛文部大臣官房会計課長通牒（写し）

全部公開

112 学生課事務分掌

昭和18年10月15日

各職員の分掌事項列挙

全部公開

113 会計課事務分掌規程中改正ノ件

昭和19年2月15日

学生課長宛庶務課長通知／会計課事務分掌規程

全部公開

114 文部大臣訓令

昭和19年4月17日

文部省訓令第十一号

全部公開

115 職員家族死亡通知

昭和19年2月19日

学生課宛て理学部通知

全部公開

116 賄料支給ノ件

昭和18年5月1日

学生課長宛会計課長文書（文部省訓令）／東北帝国大学内職員賄料支給細則／徹夜勤務処理要項
全部公開
／学生課長宛会計課長通知（隔日勤務・機関場・調理場等の常時徹夜勤務者に対する賄料支給）

117 敵機進入ノ場合ノ信号ニ関スル件

昭和20年1月11日

学生課長宛東北帝国大学特設防護団総務部長名通知文／総長宛宮城県防空本部長名通牒（「敵機
全部公開
侵入ノ場合ノ信号ニ関スル件」）

118

陸海軍関係ノ学校入学ノ為退学シタル者ノ授業及学
昭和20年5月11日
費ノ償還ニ関スル件

119 ［学生部への改称に関する掲示案］
120

陸海軍諸学校出身者及在学者等ノ編入学等ニ関ス
ル件

教員養成諸学校長宛文部省国民教育局長・文部省会計課長名通牒

全部公開

昭和20年9月

学生部長名掲示案（昭和二十年六月十六日附文部省訓令ニ基ヅキ爾今本学旧来ノ学生課ヲ学生部
全部公開
ト改称ス）

昭和20年9月17日

学生部長宛庶務課長通知（総長宛文部省専門教育局長名依頼文書（写））／学生部長宛庶務課長通
全部公開
知（総長宛文部次官名文書）／陸海軍諸学校等出身者又ハ在学者等大学入学実施要領

本部/学生
/1994/3

大正9年

学生課の職務に関わる文部省等からの通牒や、庶務課からの学内規程・内規の制定改正
通知、学生課の所掌事項に関する規程類の決裁文書や検討メモ等を編綴したもの。規程 全部公開
集ではない。

121 ［部局長ヘノ職務代行ニ関スル委任事項改正ノ件］

昭和20年11月6日

学生部長宛事務局長通知（部局長への委任事項）

全部公開

122 団体協約について

昭和23年1月28日

例規（大正九年－昭和二十四年）

学生部長宛事務局長通知／「覚書」（全日本教員組合協議会労働協約書関係）

全部公開

監視断続的労働に従事する者並断続的な宿直日直
123 の勤務に服する者等の労働時間等についての許可 昭和23年2月9日
申請の件

学生部長宛事務局長通知／総長宛宮城労働基準局長名文書「労働基準法施行規則第二十三条の
解釈について」ほか

全部公開

124 庶務課事務分掌規程改正について

昭和23年2月12日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

125 東北大学会計実地監査内規制定について

昭和23年2月13日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

126 東北大学行政監察委員会創設について

昭和23年2月23日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

127 東北大学処務規程改正について

昭和23年3月17日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

128 会計課事務分掌規程改正について

昭和23年2月24日

学生部長宛庶務課長通知

全部公開

129 労働基準法施行に伴う衛生管理者の選任について

昭和23年6月17日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

130 職業安定法の一部改正について

昭和23年7月27日

学生部長宛事務局長通知

全部公開

131 夏季半休の廃止について

昭和23年7月28日

学生部長宛総長名通知

全部公開

132 東北大学学友会会則及び細則

不明

「東北大学学友会」（東北大学学友会会則／東北大学学友会細則）

全部公開

学生部事務分掌規程（案）／東北大学処務規程改正（案） 検討段階でのメモ書き

全部公開

133 ［学生部事務分掌規程制定に関する検討案］

