
個人情報ファイル簿 

 

1.個人情報ファイルの名称 入試出願書類 

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

入試業務の遂行のため 

5.記録項目 
１氏名，２本籍地（国籍），３生年月日，４性別，５現住

所，６連絡先，７学歴・職歴，８志願理由，９成績 

6.記録される個人の範囲 博士前期課程・博士後期課程 志願者 

7.記録情報の収集方法 本人から 

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 

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 入試関係（入試成績）  

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

入学成績を記録し，成績開示の願い出があった際に活用す

るため 

5.記録項目 １識別番号，２氏名，３得点，４合否結果 

6.記録される個人の範囲 博士前期課程・博士後期課程 志願者 

7.記録情報の収集方法 入試委員から判定資料として受領  

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 

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 学業成績原簿  

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の成績情報を記録し，学籍記録及び学生指導に利用 

5.記録項目 

１専攻名，２氏名，３生年月日，４入（進）学年月，  

５修了・満了・退学等年月，６履修済の授業科目名，  

７単位数，８成績評価，９学位名，10学位記番号，  

11学位授与年月日   

6.記録される個人の範囲 博士前期課程・博士後期課程 学生   

7.記録情報の収集方法 本人及び授業担当教員から   

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 

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 授業科目成績表 

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

学生の成績情報を記録し，学籍記録及び学生指導に利用 

5.記録項目 １学生番号，２氏名，３学年，４専攻名，５成績評価    

6.記録される個人の範囲 博士前期課程・博士後期課程 学生    

7.記録情報の収集方法 授業担当教員から    

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 

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 修士学位授与者名簿 

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

各種統計，調査のため 

5.記録項目 
１専攻名，２学位記番号，３氏名，４生年月日，  

５性別，６論文題目，７専攻分野，８審査委員会委員  

6.記録される個人の範囲 修了生  

7.記録情報の収集方法 本人及び指導教員から  

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 

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 代行納付届出書保証書 （平成23年度～） 

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 

環境学研究科 

4.個人情報ファイルの利用目
的 

授業料の引き落とし口座確認および保証人確認 

5.記録項目 
氏名・学籍番号・預金先情報・保証人氏名・保証人住所・電話

番号 

6.記録される個人の範囲 環境学研究科所属学生およびその保証人 

7.記録情報の収集方法 入学時に本人およびその保証人へ記入を依頼 

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  
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