
個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 外国人研究者等受入れデータベース 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部 国際連携課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

外国人研究者・訪問者の受入れ実績を記録し、各種実績調査 ・
評価活動に使用する。 

5.記録項目 
１識別番号，２氏名，３国籍，４所属機関・職名・研究分野・

分科，５受入期間 ６性別 ７生年 

6.記録される個人の範囲 名古屋大学に受け入れる外国人研究者・訪問者等 

7.記録情報の収集方法 受入れ担当者から取得（教員及び事務職員） 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 無 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 学生マスタファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，各部局事務部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の学籍管理，履修管理及び成績管理並びに在学中の学内各

部局の利用認証作成に利用 

5.記録項目 

１学生番号，２所属部局・学年，３学生種別，４学籍状態， 

５氏名（カナ），６氏名（漢字），７生年月日，８性別，９本籍

地，10入学年月日，11卒業年月日，12学位記番号，13出身校， 

14最終学歴，15現住所，16入学年度，17卒業年度，18パスワー

ド 

6.記録される個人の範囲 学部学生及び大学院学生並びに非正規生 

7.記録情報の収集方法 

学部学生 ：入学試験データ及び本人からの届出 

大学院学生：入学願書及び本人からの届出 

非正規生 ：入学願書及び本人からの届出 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 名古屋大学全学同窓会 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 



13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 

14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 大学院履修成績マスタファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，各部局事務部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 大学院学生の成績管理のため 

5.記録項目 
履修年度，開講期，学生番号，所属コード，取得年度，取得期，

成績評価，素点，単位数，科目コード，重複区分等 

6.記録される個人の範囲 
大学院学生のうち，所属部局において大学院成績管理システム

に成績を入力した者 

7.記録情報の収集方法 部局教務からの大学院システムへの登録による 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 部局教務 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 博士（課程）学位授与上申書 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 課程博士授与のため 

5.記録項目 
識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、連絡先、 

 国籍・本籍、学業・学歴 

6.記録される個人の範囲 各研究科において課程博士論文審査に合格したもの 

7.記録情報の収集方法 学位申請時に必要な書類として提出される 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 文部科学省、国立国会図書館 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 博士（論文）学位授与上申書 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 論文博士授与のため 

5.記録項目 
識別番号、氏名、性別、生年月日・年齢、住所、連絡先、 

 国籍・本籍、職業・職歴、学業・学歴 

6.記録される個人の範囲 各研究科において博士論文審査に合格したもの 

7.記録情報の収集方法 学位申請時に必要な書類として提出される 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 文部科学省、国立国会図書館 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 利用者マスタファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，各部局事務部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

教務システムの利用者の基本情報を記録し、ユーザーアカウン

トの作成、アクセスログの解析に利用 

5.記録項目 

１．利用者番号、２．氏名（カナ・漢字）、３．職名、４．メー

ルアドレス 

 

6.記録される個人の範囲 教員及び職員 

7.記録情報の収集方法 
利用者番号、氏名、職名は人事データから取得 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 履修成績マスタファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，各部局事務部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 学生の履修管理及び成績管理に利用 

5.記録項目 

１学生番号，２時間割コード，３取得年度，４取得期，６曜日， 

７時限，８評価，９単位数，10科目コード，11 読替科目コード， 

12主担当教員コード 

6.記録される個人の範囲 学部学生 

7.記録情報の収集方法 本人からの届出（履修申請）及び教員（成績評価） 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 留学生マスタファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，各部局事務部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 留学生の学籍管理に利用 

5.記録項目 

１学生番号，２外国人登録証番号，３宿舎形態コード， 

４国民健康保険番号，５銀行コード，６支店コード，７口座番

号，８口座氏名，９在留期間 

6.記録される個人の範囲 外国人留学生（学部学生，大学院学生及び非正規生） 

7.記録情報の収集方法 本人からの届出 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考 学生マスタと併用利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 学生を対象としたアンケート結果 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課，教育基盤連携本部 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の特徴の把握や，それに基づいた授業などの教育・学習環

境の改善，今後の大学入試の改善等に利用する。 

5.記録項目 1.識別番号 ２．学生番号 ３．アンケート項目 

6.記録される個人の範囲 学部学生 

7.記録情報の収集方法 新入生・在学生・卒業生アンケート提出による 

8.要配慮個人情報 ■含む  □含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 ＯＢ・ＯＧ名簿 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生支援課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の就職活動の際、名簿を利用して連絡を取り必要な情報を

得るため 

5.記録項目 

ＯＢ・ＯＧ（卒業年度,氏名,卒業学部・学科,修了研究科・専攻,

性別,勤務先入社年月,勤務先所属部署名,勤務先人事担当者連

絡先） 

6.記録される個人の範囲 企業に就職したＯＢ・ＯＧ本人 

7.記録情報の収集方法 企業等からの提供 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない  

9.記録情報の経常的提供先 なし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 奨学生一覧データ 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生支援課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

日本学生支援機構奨学生に係る奨学金事務に利用のため 

5.記録項目 
１．奨学生番号、２．貸与種別、３．学生番号、４．氏名、５．

生年月日、６．貸与月額、７．貸与始期、８．貸与終期 

6.記録される個人の範囲 平成23年度以降奨学生 

7.記録情報の収集方法 日本学生支援機構奨学金システム スカラＡＣデータ 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 海外渡航データベース（※旧） 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生交流課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の海外渡航状況を把握し、統計資料として使用するととも

に、学生の海外渡航に係る危機管理対応に使用する。 

5.記録項目 

名古屋大学ID、氏名、生年月日、性別、所属部局等、指導教員、

学生身分、学生番号、入学年月日、住所、電話番号、メールア

ドレス、渡航目的、渡航先国、渡航年月日、（留学時の）奨学

金受給状況、(留学時の)取得見込単位数、国籍、パスポート情

報、在留資格、渡航中の本人連絡先、日本の連絡先、渡航先の

連絡先等、海外留学保険加入状況 

6.記録される個人の範囲 海外渡航する学生 

7.記録情報の収集方法 学生本人による入力 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 特になし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 



13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 

14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 海外渡航データベース（※新） 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生交流課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の海外渡航状況を把握し、統計資料として使用するととも

に、学生の海外渡航に係る危機管理対応に使用する。 

5.記録項目 

名古屋大学ID、氏名、生年月日、性別、所属部局等、指導教員、

学生身分、学生番号、入学年月日、住所、電話番号、メールア

ドレス、渡航目的、渡航先国、渡航年月日、（留学時の）奨学

金受給状況、(留学時の)取得見込単位数、国籍、パスポート情

報、在留資格、渡航中の本人連絡先、日本の連絡先、渡航先の

連絡先等、海外留学保険加入状況 

6.記録される個人の範囲 海外渡航する学生 

7.記録情報の収集方法 学生本人による入力 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 特になし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 



13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 

14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 留学生住宅総合補償加入者名簿・異動届 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生交流課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

名古屋大学が留学生のアパートの機関保証をするにあたり必要

な留学生住宅総合補償に加入した留学生の名簿 

5.記録項目 
学生番号、所属情報（学部・研究科）、生年月日、氏名、住所、

留学生住宅総合補償加入期間、銀行口座情報 

6.記録される個人の範囲 大学に機関保証を申請した留学生 

7.記録情報の収集方法 大学に機関保証を申請する際に提出される 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 日本国際教育支援協会、東京海上日動火災保険（株） 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

 □該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 留学生住宅総合補償加入申請書 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生交流課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

名古屋大学が留学生のアパートの機関保証をするにあたり必要

な留学生住宅総合補償に加入させるため 

5.記録項目 

所属情報（学部・研究科、学科、学年）、国籍、氏名、学生番

号、在留カード番号、生年月日、性別、留学生種別、住所、連

絡先、経済状況、同居人の有無、家賃、賃貸借契約書 

6.記録される個人の範囲 大学に機関保証を申請した留学生 

7.記録情報の収集方法 大学に機関保証を申請する際に提出される 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 留学積立金システム 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部学生交流課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

留学積立金システムの運営状況を管理する。 

5.記録項目 

名古屋大学ID、学生番号、氏名、電話番号、メールアドレス、

住所、連帯保証人の氏名、学生との続柄、連帯保証人の住所、

連帯保証人の電話番号、金融機関名、預金種別、口座番号、口

座名義人 

6.記録される個人の範囲 留学積立金制度に加入した学生 

7.記録情報の収集方法 学生本人による入力 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 特になし 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 ■有 □無 



13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 

14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 国際プログラム群入試データ 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部入試課国際入試係 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

国際プログラム群の入学試験 

5.記録項目 

氏名、生年月日、性別、国籍、現住所、メールアドレス、学歴､

成績、パスポート情報、家族の年収、評価者のメールアドレス

及び連絡先等 

6.記録される個人の範囲 名古屋大学国際プログラム群入試への出願者 

7.記録情報の収集方法 Web上で本人が出願書類を申請、郵送 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 出願先部局 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 ■有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 入学試験データ 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部入試課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

入学者選抜実施及び入学後の追跡調査に利用する 

5.記録項目 

１受験番号、２氏名、３性別、４生年月日・年齢、５住所、 

６電話番号、７出身高校等名、８出身高等学校等の調査書項目、

９大学入試センター試験成績、１０個別学力検査成績、 

１１合否の別、１２併願大学名 

6.記録される個人の範囲 名古屋大学志願者（９及び１０については受験者のみ） 

7.記録情報の収集方法 
・本人提出の入学試験出願書類及び答案紙 

・大学入試センター試験からの提供 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先 他大学にその一部を提供 

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 ■有 □無 



13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 

14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 履修登録申請表ファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 学生の履修登録に利用する。 

5.記録項目 
1学生番号，2氏名，3住所，4電話番号，5受講を希望する時間

割のコード 

6.記録される個人の範囲 学部１年生で前期授業の履修を希望する学生 

7.記録情報の収集方法 本人からの届出 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 ■有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 成績記入表ファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 各授業の成績登録に利用する。 

5.記録項目 
1授業名，2担当教員名，3時間割コード，4学生番号，5成績評

価 

6.記録される個人の範囲 全学教育科目を履修している学生 

7.記録情報の収集方法 授業担当教員からの届出 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 学生証引換証ファイル 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 学生証の引き渡し及び定期試験仮受験票に利用する。 

5.記録項目 1写真，2受験番号，3クラス番号，4学生番号，5生年月日 

6.記録される個人の範囲 学部１年生 

7.記録情報の収集方法 本人からの届出 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

□法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 □無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 □無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

□該当  ■非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

－ 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

－ 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  

 

 



個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 全学教育科目担当教員データベース 

2.独立行政法人等の名称 国立大学法人名古屋大学 

3.個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる組
織の名称 

教育推進部教育企画課 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

全学教育科目時間割表及び全学教育科目履修の手引き

（STUDENTS’ GUIDE）の作成並びに全学教育科目担当教員との

連絡に利用 

5.記録項目 
1職員番号，2氏名，3性別，4所属，5職種，6研究室所在地，7

内線,8E-mailアドレス，9自宅電話番号,10携帯電話番号 

6.記録される個人の範囲 本学助教以上の全教員及び非常勤講師 

7.記録情報の収集方法 人事データ及び連絡先調査票により取得 

8.要配慮個人情報 □含む  ■含まない 

9.記録情報の経常的提供先  

10.開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

11.訂正及び利用停止に関する
他の法律又はこれに基づく命
令の規定による特別の手続等 

なし 

12.個人情報ファイルの種別 

■法第２条第６項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第２条第６項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

電算処理ファイルについて，法

第４条第３号に該当するファ

イルの有無 

□有 ■無 

法施行令第７条第３号に該当

するファイルの有無 

 □有 ■無 

13.独立行政法人等非識別加工
情報の提案の募集をする個人
情報ファイルである旨 

■該当  □非該当 



14.独立行政法人等非識別加工
情報の提案を受ける組織の名
称及び所在地 

（名 称）名古屋大学事務局総務部総務課 

（所在地）愛知県名古屋市千種区不老町 

15.個人情報ファイルが第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には，意見書の提出機会が与
えられる旨 

無 

16.独立行政法人等非識別加工
情報の概要 

－ 

17.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
を受ける組織の名称及び所在
地 

－ 

18.作成された独立行政法人等
非識別加工情報に関する提案
をすることができる期間 

－ 

19.備考  
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