
個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 債主ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部会計課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

物件・旅費・謝金の支払のため。 

記録項目（注３） １債主区分 ２債主番号 ３契約債主名 ４契約債主代表名 ５契約カナ名 

６契約カナ名代表者 ７契約債主郵便番号 ８契約債主住所 ９契約債主電話

番号 １０支払い債主名 １１支払債主代表名 １２支払カナ名 １３支払カ

ナ名代表者 １４支払債主郵便番号 １５支払債主住所 １６支払債主電話番

号 １７支払方法 １８支払先本店 １９支払先支店 ２０支払預金種別 ２

１支払口座番号 ２２官公需 ２３業者規模 ２４更新日 ２５メールアドレ

ス ２６生年月日／創業年月日 ２７法人番号 

記録範囲（注４） 学内教職員及び学生、学外教職員及び学生、外部機関職員、業者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

上記職員、業者等からの届け出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

 ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 授業料ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部会計課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

授業料に係る債権の管理、徴収、収納、未納者に対する督促及び各種資料の作成

のため。 

記録項目（注３） １学籍番号 ２学生氏名 ３学生住所 ４学生電話番号 ５保証人氏名 ６保

証人住所 ７保証人電話番号 ８授業料引落口座 ９授業料受領日 １０授業

料金額 １１学籍異動情報 １２学生メールアドレス 

記録範囲（注４） 学部学生・大学院学生・学部研究生・大学院研究生・研究所研究生・ 

学部科目等履修生・大学院科目等履修生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

学生本人・教務課担当係からの届け出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

 ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 



 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 旅費システム 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部会計課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

国内及び海外の出張命令・依頼の際の旅費の計算に使用する 

記録項目（注３） 1 債主番号 2 債主名 3 債主郵便番号 4 債主住所 5 債主給与等級 

6 所属組織 7 職名 

記録範囲（注４） 本学が出張の命令又は依頼をした者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

 □有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 



個人情報ファイルの名称 マイナンバーシステム 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部会計課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

謝金・旅費に関する源泉徴収票作成事務のため。 

記録項目（注３） １要登録者ＩＤ ２漢字氏名 ３カナ氏名 ４生年月日 ５組織名 ６個人番

号 ７番号確認方法 ８身元確認方法 ９本人確認実施日 １０個人番号保存

期間 １１個人番号照合日 

記録範囲（注４） 学内教職員及び学生、学外教職員及び学生、外部機関職員 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの届け出 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

 ■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画部総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 キャンパスカード発行システム 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 



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（注１） 

施設企画課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

カード管理 

記録項目（注３） 氏名、個人コード、セキュリティコード、所属、有効期限、入室許可 

記録範囲（注４） 東京外国語大学関係者（非常勤含む）、学生（院生、研究生等）、業者他一時利用

者等（図書館利用等）） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

キャンパスカード発行部局からの申請等 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

なし 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 自転車登録申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

施設企画課 



個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

構内駐輪自転車管理 

記録項目（注３） 氏名、連絡先、現住所、所属、車体の色、防犯登録番号 

記録範囲（注４） 教職員（非常勤含む）、業者他 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

なし 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 共同利用・共同研究課題共同研究員データ 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

研究協力課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

共同研究プロジェクト事業実施の為 

記録項目（注３） 氏名、自宅住所・電話・ＦＡＸ・携帯電話、所属機関・身分・研究専門分野・

E-mail アドレス・生年月日・性別・年齢・国籍・学歴：職歴・給与額・パスポ



ート番号・在留資格・在留期間 

記録範囲（注４） アジア･アフリカ言語文化研究所共同研究プロジェクト共同研究員等 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 出版物等配布先リスト 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

研究協力課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

出版物・定期刊行物送付事業のため 

記録項目（注３） 氏名、自宅住所・所属機関等 

記録範囲（注４） 各年度のアジア･アフリカ言語文化研究所出版物・定期刊行物等配布先 

記録情報の収集方法 

（注５） 

著者本人の申告 



要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 刊行物許諾書（著作権書類） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

研究協力課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

出版物印刷・制作 

記録項目（注３） 氏名、自宅住所・所属機関等 

記録範囲（注４） 著者・編著者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 



開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 ○人事_資料提出用 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

研究協力課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

令和 3 年度科学技術研究調査回答作成のため 

記録項目（注３） 氏名、性別、生年月日、所属、職名 

 

記録範囲（注４） 常勤教職員、非常勤講師、博士後期課程学生、非常勤職員、JSPS 特別研究員 

記録情報の収集方法 

（注５） 

人事労務課へ依頼 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第20条第7項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 図書館利用者ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学術情報課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

図書館利用者の基本情報を記録し、資料の貸出・返却等の図書館サービス及

び延滞・統計等の業務処理に利用する。 

記録項目（注３） 1．利用者 ID、2．利用証 ID、3．氏名（漢字）、4．氏名（カナ）、5．氏名（英

字）、6．性別、7．生年月日、8．所属図書館区分、9．所属キャンパス地区区

分、10．利用者種別コード、11．学部学科コード、12．予算チェックフラグ、

13．パスワード、14．初期パスワード、15．入学年度、16．発行回数、17．

有効期限、18．住所、19．郵便番号、20．電話番号、21．携帯番号、22．FAX

番号、23．内線番号、24．帰省先住所、25．帰省先郵便番号、26．帰省先電

話番号、27．帰省先氏名、28．その他宛先、29．その他番号、30．メールア

ドレス 1、31．メールアドレス 2、32．案内メール受信フラグ、33．チェッ

クイン案内メール受信フラグ、34．督促フラグ、35．督促停止理由、36．学

籍番号、37．ポータル認証 ID、38．備考、39．連絡事項等、40．削除フラ

グ、41．卒業判定フラグ、42．ユーザ項目 1（学内身分）、43．登録スタッフ

ID、44．登録日付、45．修正スタッフ ID、46．修正日付 

 

記録範囲（注４） 教職員、在学生、名誉教授、元教職員、本学が認めた研究者（平成 12 年度以



降）、貸出協定機関在籍教職員・学生（平成 21 年度以降）、東京外語会卒業生

会員利用者（平成 26 年度以降）、建学 150 周年基金への寄付により名誉利用

証が発行された個人（平成 26 年度以降） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

各部局（総務企画課、教務課、留学生課、入試課、研究院事務課、研究協力

課、人事労務課、国際化拠点室）より収集、本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 東京外国語大学学術成果コレクション申請書・許諾書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学術情報課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

東京外国語大学学術成果コレクションへの学術成果登録に関する申請及び許

諾 

記録項目（注３） 個人氏名、住所、郵便番号、電話番号、E メールアドレス、登録する学術成果、

申請または許諾内容 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学術成果コレクションへ登録する学術成果の著作権者等 



記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨

（注 10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 古本募金寄附者情報 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学術情報課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

東京外国語大学「古本募金」への寄附状況の集計 

記録項目（注３） 個人氏名、寄附箱数、寄附冊数、寄附金額、電話番号、E メールアドレス、郵

便番号、住所、生年月日、本学との関係、領収書発行有無 

記録範囲（注４） 東京外国語大学「古本募金」に寄附申し込みを行った者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

株式会社バリューブックス（古本募金の業務提携先）からの提供 

要配慮個人情報が含まれ  



るときは、その旨（注６） 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨

（注 10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 図書館入館履歴記録ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学術情報課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

図書館入館者の入館履歴を記録し、統計等の業務処理に利用する。 

記録項目（注３） 1．ID、2．区分、3．身分、4．入退館の別、5．日付、6．時刻、7．判定 

記録範囲（注４） 教職員、在学生、名誉教授、元教職員、本学が認めた研究者（平成 12 年度以

降）、貸出協定機関在籍教職員・学生（平成 21 年度以降）、東京外語会卒業生

会員利用者（平成 26 年度以降）、建学 150 周年基金への寄付により名誉利用証

が発行された個人（平成 26 年度以降） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

利用者が所持するキャンパスカード（職員証、学生証、施設利用カード等）を

利用者自身の操作で読みとらせることによる 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 



記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨

（注 10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 海外渡航 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

国際化拠点室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

教職員の安全管理 

記録項目（注３） 氏名、電話番号、住所、メールアドレス 

記録範囲（注４） 常勤職員 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学生アカウント情報ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

本学総合情報コラボレーションセンターコンピュータアカウントの発行(アカウ

ントの重複等確認)、システム障害対応時や違反行為，依頼案件等があるときの

本人への連絡用 

記録項目（注３） 氏名,コンピュータアカウント名,パスワード,学籍番号,ホームディレクトリ名,メ

ールアドレス名,アカウント発行年月日 

記録範囲（注４） 2001 年度から 2005 年 10 月 31 日の間に本学の学生であったことがある者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

学生担当事務係(教務課、留学生課他)からのアカウント作成申請、本人からのア

カウント／パスワード再発行申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

訂正及び利用停止に関す

る他の法律又はこれに基

該当なし 



づく命令の規定による特

別の手続等（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 大学情報データベース 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

本学における教育、研究、社会貢献、大学運営等の諸活動に関するデータを蓄積

し、法人評価、認証評価、第三者評価、外部評価、教員の人事評価等に活用する。 

記録項目（注３） ログイン ID職員番号,研究者一覧詳細ページファイル名,氏名,旧姓など,ペンネームなど,性別,国籍,生

年月日,採用年月日,所属,研究指導担当資格,顔写真,研究室電話番号,研究室 FAX 番号,ホームページ

URL,メールアドレス,自己紹介,研究発表使用言語,論文執筆使用言語,科研研究者番号,JST 研究者コ

ード,出身学校,出身大学院,取得学位,学内職務経歴,学外略歴,所属学会・委員会,専門分野,取得資格,研

修受講歴,博士課程・論文情報,修士論文情報,留学経験等,職歴,研究経歴,論文,著書,総説・解説記事,工

業所有権,作品,研究発表,その他研究成果,現地調査・研究,学術関係受賞,科研費獲得実績,その他競争的

資金獲得実績,受託研究受入実績,共同研究実施実績,寄付金・講座・研究部門,共同研究希望テーマ,研

究の目標/達成状況,教育の目標,学生指導,担当授業科目,教育活動に関する受賞,その他教育活動・特記

事項,教育の改善,教育改善の講演会,学内活動,学会・委員会等活動,研究員等受入,学術貢献,学外の社会

活動,ベンチャー企業設立,提供可能な資源 

記録範囲（注４） 本学に 2007 年度以降、役員(監事及び非常勤の理事を除く。)または専任の教授、

准教授、講師、助教として所属した者、大学院生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人による直接入力および点検・評価室による入力 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 



記録情報の経常的提供先 

（注７） 

WEB での公開、国立大学法人評価委員会、認証評価機関、独立行政法人科学技術振興機

構・研究開発支援総合ディレクトリ(ReaD)、独立行政法人大学評価・学位授与機構が構

築する大学情報データベース 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

該当 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

本人の数：1666 件 

情報の項目：所属,研究指導担当資格,研究発表使用言語,論文執筆使用言語,所属

学会・委員会  

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

平成 31 年 2 月 1 日～平成 31 年 3 月 2 日 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 システム利用者情報ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

本学総合情報コラボレーションセンターの利用者登録および認証 

記録項目（注３） ユーザー名、永続ユーザー名、uidNumber、gidNumber、姓名(ローマ字)、姓

名(漢字)、姓名(カタカナ)、loginShell、homeDirectory、メールアドレス、AA

研用転送先メールアドレス、メール転送先アドレス、アカウントロック状態、学

認使用可否、認証用パスワード、RADIUS 用パスワード、学認用組織(英字)、学

認用組織(日本語)、学認用種別、学籍番号(学生以外は種別を表す記号)、RADIUS

用ゲストフラグ、アカウント有効期限、sambaHomeDrive、sambaHomePath、

sambaLogonScript、sambaPwdCanChange、sambaPwdMustChange 



記録範囲（注４） 本学の総合情報コラボレーションセンターのコンピュータアカウントを持つ者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人または採用担当係・入学担当係からのアカウント作成申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 メーリングリスト管理ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

本学総合情報コラボレーションセンターのメーリングリストの管理（設定変更、

障害時等の調査対応、ユーザーへの連絡等） 

記録項目（注３） メーリングリスト名、管理者アカウント名、作成者アカウント名、メーリングリ

スト作成日時、メーリングリストの説明、メーリングリストメンバー 

記録範囲（注４） 本学総合情報コラボレーションセンターのメーリングリストの作成者及び管理

者 

記録情報の収集方法 総合情報コラボレーションセンターアカウントを持つ者によるオンライン登録 



（注５） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 ホームページ管理ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

総合情報コラボレーションセンターサーバー上へのホームページ開設・運用の援

助 

記録項目（注３） HP データ保存ディレクトリ名、HP オーナーアカウント名・氏名、HP 作成者

アカウント名・メールアドレス、個人用ページ／共有ページ、HP のカテゴリー・

サブカテゴリー・名称・説明、公開／非公開 

記録範囲（注４） 情報処理センターまたは総合情報コラボレーションセンターのサービスで HP

を開設した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人から収集 



要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 総合情報コラボレーションセンターユーザーアカウント情報ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

本学総合情報コラボレーションセンターコンピュータアカウントの発行、同アカ

ウントの各種設定変更、上記変更内容を本人に知らせる書面の発行、システム障

害対応時や違反行為，依頼案件等があるときの本人への連絡用 

記録項目（注３） コンピュータアカウント名, 漢字氏名,学籍番号,所属, パスワード,メールアドレ

ス名,ホームディレクトリ名,状態フラグ,ロックフラグ,最終更新日時,アカウント

発行年月日 

記録範囲（注４） 総合情報コラボレーションセンターアカウント保有者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人または採用・入学担当係からのアカウント作成申請、本人からのアカウン

ト・パスワード・RAS パスワード再発行申請 

要配慮個人情報が含まれ  



るときは、その旨（注６） 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 教職員データベース 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

各課等で分散管理している教職員等学内関係者の基本情報をデータベースで一

元管理する。 

記録項目（注３） 教職員 ID,教職員番号,氏名,別氏名,ローマ字氏名,性別,生年月日,在職区分,所属組織,雇用

名称,職位名称,勤務場所,所属委員会,メールアドレス 

記録範囲（注４） 本学に 2011 年度以降に所属した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

各事務担当者による入力 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

WEB での学内公開 



開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 セキュリティソフトウェア利用者ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーショセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

セキュリティソフトウェアのライセンス使用者を把握するため 

記録項目（注３） ユーザー名、IP アドレス、ダウンロードファイル名、ダウンロード日時、agent、

備考 

記録範囲（注４） 2014 年 3 月以降にセキュリティソフトウェアをダウンロードした者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

セキュリティソフトウェアのダウンロードページにログイン後、使用許諾条件に

同意した後に収集する 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

訂正及び利用停止に関す 該当なし 



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（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 ALC NetAcademy 利用者情報ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

総合情報コラボレーションセンター、総務企画部情報企画室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

英語 CALL システム” ALC NetAcademy”の利用者アカウントの発行、利用状況

の把握、システム障害の対応、本人への連絡 

記録項目（注３） ID,学生番号,氏名,ふりがな,アカウント名,パスワード,登録年月日 

記録範囲（注４） 2019 年 3 月まで本学において ALC NetAcademy の利用者登録をしたことがあ

る者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

アカウント作成時の本人からの申請および、事務系職員アカウント情報ファイル

/教職系職員アカウント情報ファイル/学生アカウント情報ファイル 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 



個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 公開講座受講生・講師ファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

広報・社会連携室  

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

受講生本人への連絡、公開講座等生涯学習に関する情報提供 

講師管理 

記録項目（注３） 受講生番号、氏名、住所、かな、性別、生年月日、電話番号、携帯電話番号、FAX

番号、メールアドレス、講師謝金単価 

記録範囲（注４） オープンアカデミーの受講を申請した者、講師を担当した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 



■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票  

個人情報ファイルの名称 教育実習参加意志確認調書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

教育実習を行う学校に依頼状を送付するため 

記録項目（注３） 入学年度、学籍番号、課程・専攻名、学年、氏名、生年月日、性別、住所、電話

番号、携帯番号、メールアドレス、単位修得状況、実習予定校の名称（出身校の

場合は卒業年月含む）、実習予定校の住所、実習予定校の電話番号、希望免許種、

介護等体験の実施状況 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に在学する３年生以上の学生で、翌年度に教育実習を希望す

る者。 

東京外国語大学学部に科目等履修生として在籍する者で、翌年度に教育実習を希

望する者。 

翌年度に教育実習を希望するため、東京外国語大学学部に科目等履修生として入

学予定の者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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

該当無し 



別の手続等（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 教育実習の参加について 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

教育実習期間中に授業に出席できなくなる者が、事前に、各自が履修している授

業の担当教員に提出しておくため。 

記録項目（注３） 授業担当教員氏名、学籍番号、課程・専攻名、学年、氏名、実習期間、教育実習

校の名称 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に在学する４年生で、教育実習の授業を履修している者。 

東京外国語大学学部に在籍する科目等履修生で、教育実習の授業を履修している

者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 



個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 教育実習生出勤簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

教育実習の出勤状況を把握するため。 

記録項目（注３） 実習生氏名、実習教科、課程・専攻名、実習期間、実習学校名、実習校長氏名及

び印、出勤すべき日数、出勤日数、欠勤日数、遅刻回数、早退回数 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に在学する４年生で、教育実習の授業を履修している者。 

東京外国語大学学部に在籍する科目等履修生で、教育実習の授業を履修している

者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教育実習校から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 □法第 60 条第 2 項第 1 号 ■法第 60 条第 2 項第 2 号 



（注９） （電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 教育実習成績報告書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

教育実習校での実習状況を把握するため。 

記録項目（注３） 氏名、課程・専攻名、学籍番号、実習教科、実習校名、実習校長氏名及び印、指

導教諭氏名及び印、出勤状況（実習期間、出勤日数、欠勤日数、遅刻・早退回数）、

実習生が担当した授業時間帯、事項別評価（１児童・生徒との触れあい、２教職

への関心、３自己表現力、４教材研究、５教科指導の技術、６学級経営・生徒指

導、７事務能力、８勤務態度）、総合評価、総合所見 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に在学する４年生で、教育実習の授業を履修している者。 

東京外国語大学学部に在籍する科目等履修生で、教育実習の授業を履修している

者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教育実習校から収集 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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

なし 



別の手続等（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 介護等体験申込書（その２） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

東京都社会福祉協議会及び東京都教育委員会に介護等体験を申し込む際に必要

な情報を収集し、体験費用を徴収するため。 

記録項目（注３） 学籍番号、入学年、課程・専攻名、学年、氏名、性別、生年月日、住所、電話番

号、携帯番号、ファックス番号、メールアドレス、本籍、介護等体験の希望の有

無、体験不可能週コード 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に在学するオリエンテーションを終えている学生で、当該年

度に介護等体験を希望する者。 

東京外国語大学学部に在籍しオリエンテーションを終えている科目等履修生で、

当該年度に介護等体験を希望する者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 卒業論文届・卒業研究届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

卒業論文・卒業研究を提出させる際、題目名、指導教員名を提出させる 

記録項目（注３） 入学年度、学籍番号、氏名、専攻名、コース名、住所、電話番号、E-mail アド

レス、指導教員名、題目名 

記録範囲（注４） 第４年次学生で卒業論文・卒業論文を提出する全員 

 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 



個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 誓約書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生として、学則に従い、学生の本分を守り、在学中における一切の義務を履行すること

を、保証人とともに誓約させるため。また、授業料未納の場合、保証人への督促、学生に

事故等があった際の保証人への連絡、学生住所・連絡先が不明になった際の保証人への連

絡、学籍データ作成のため。 

記録項目（注３） 所属学部、受験番号、地域言語・所属地域、学生氏名、学生の本籍都道府県名（外国籍の

場合は国名）、学生の性別、学生の生年月日、学生の住所、学生の電話番号、保証人住所、

保証人職業、続柄、保証人生年月日、保証人住所、保証人電話番号、保証人 E-mail アド

レス（ただし、2021 年度以前入学の留学生の場合、保証人は不要のため記載しない。） 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に入学した者（非正規生を含む） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人及び保証人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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

該当なし 



別の手続等（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 休学願 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

休学をする学生の所在・休学理由の把握、学籍状況の確認、授業料変更処理のた

め。記入不備等における事務連絡。 

記録項目（注３） 所属学部、学籍番号、課程・専攻名、学生氏名、学生の住所、学生の電話番号、

E-mail アドレス、保証人氏名、保証人住所、保証人電話番号、指導教員名、 

休学期間、休学理由 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部生で休学を希望する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人及び保証人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 □法第 60 条第 2 項第 1 号 ■法第 60 条第 2 項第 2 号 



（注９） （電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 復学届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

復学をする学生の所在の把握、復学する意志確認、学籍状況の確認、授業料変更

処理のため。記入不備等における事務連絡。 

記録項目（注３） 所属学部、学籍番号、課程・専攻名、学生氏名、学生の住所、学生の電話番号、

E-mail アドレス、復学日、休学期間 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部生で復学を希望する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 



行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 受験報告届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

４年次生の所在の把握、履修状況の確認。記入不備等における事務連絡。 

記録項目（注３） 学籍番号、課程・専攻名、氏名、住所、電話番号、E-mail アドレス 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部で４年次生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 



行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 単位認定申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

単位認定をする学生の連絡先・認定科目・認定単位数の把握、記入不備等におけ

る事務連絡。 

記録項目（注３） 所属学部、学籍番号、課程・専攻名、学年、氏名、住所、電話番号、E-mail ア

ドレス、指導教員名、国名、大学名、留学先大学における在籍身分、留学期間、

留学先大学で履修した科目及び修得単位数等、本学の単位として認定を希望する

科目 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部生で留学による単位認定を希望する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報 総務企画課 



の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 教務システム 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生の学籍管理、成績管理、履修管理 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、性別、生年月日、現住所、本籍、国籍、所属、入学区分、高校

卒業年、出身校、保証人氏名、保証人住所、就学区分、入学年月日、受験番号、

異動履歴、履修、成績 

記録範囲（注４） 在学生、卒業生（平成７年度卒業者以降） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告、教員からの成績報告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績原簿データ 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績証明書発行、成績記録保存 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、性別、生年月日、所属、入学年月日、卒業年月日、修得単位数 

記録範囲（注４） 在籍者（明治 30～昭和 18 年度東京外国語学校、昭和 19～23 年度東京外事専門

学校、本選科（明治 30 年～昭和 23 年）、専修科・速成科（明治 41 年～昭和 25

年）在籍者、非正規生：聴講生（昭和 29～平成 4 年）、科目等履修生、研究生等

を含む） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教員からの成績報告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情  



報の概要 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績記入表 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生の成績データ登録 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、所属、評点、評価、授業科目名、担当教員名、 

記録範囲（注４） 在学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教員からの成績報告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



称及び所在地 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 卒業判定資料 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

会議資料、卒業／留年の学籍データ登録 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、所属、卒業所要単位区分ごとの修得単位数、判定合否 

記録範囲（注４） 学部４年次在学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教員からの成績報告を基に、卒業所要単位区分ごとの修得単位を集計 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

 



る期間（注 11） 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 進級判定資料 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

会議資料、進級／留年の学籍データ登録 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、所属、進級要件単位区分ごとの修得単位数、判定合否 

記録範囲（注４） 学部１，２年次在学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教員からの成績報告を基に、進級要件単位区分ごとの修得単位を集計 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 



備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 キャンパスカード発行機用学生データ 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

在学生（非正規生含む）のキャンパスカード証明書発行のため 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、所属、入学年度、カナ氏名、ローマ字氏名、図書館 ID 

記録範囲（注４） 在学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 キャンパスカード発行用写真台帳 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

在学生（非正規生含む）のキャンパスカード証明書発行のため 

記録項目（注３） 受験番号 

記録範囲（注４） 在学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 



個人情報ファイルの名称 卒業証明書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学以前の所属等を確認、入学資格の確認、学籍データ作成のため。 

記録項目（注３） なし 

記録範囲（注４） 東京外国語大学学部に入学した者（非正規生を含む） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学位記台帳 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

 

学務部教務課 



どる組織の名称（注１） 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学位記発行の確認、学位記発行番号の照合 

記録項目（注３） 課程・専攻名、氏名、発行番号、生年月日 

記録範囲（注４） 東京外国語大学外国語学部卒業者（昭和 28 年 3 月～平成 17 年 3 月） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学籍原簿データ 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

在籍者各種証明書作成時における申請内容の照合、学籍確認、学籍記録保存 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、性別、生年月日、本籍（国籍）、所属、入学区分、入学年月日、



卒業年月日、異動状況 

記録範囲（注４） 在籍者（明治 30～昭和 18 年度東京外国語学校、昭和 19～23 年度東京外事専門

学校、本選科（明治 30 年～昭和 23 年）、専修科・速成科（明治 41 年～昭和 25

年）在籍者、非正規生：聴講生（昭和 29～平成 4 年）、科目等履修生、研究生等

を含む） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績原簿データ 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績証明書発行、成績記録保存 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、性別、生年月日、所属、入学年月日、卒業年月日、修得単位数 



記録範囲（注４） 昭和 33 年 3 月から平成 13 年 3 月卒業者（電子媒体）、 

昭和 52 年から平成 14 年 3 月退学者・除籍者（電子媒体） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

教員からの成績報告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 誓約書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生として、学則に従い、学生の本分を守り、在学中における一切の義務を履行

することを、保証人とともに誓約させるため。また、授業料未納の場合、保証人

への督促、学生に事故等があった際の保証人への連絡、学生住所・連絡先が不明

になった際の保証人への連絡、学籍データ作成のため。 

記録項目（注３） 所属大学院、受験番号、コース・専攻名、学生氏名、学生の本籍都道府県名（外

国籍の場合は国名）、学生の性別、学生の生年月日、学生の住所、学生の電話番



号、保証人住所、保証人職業、続柄、保証人生年月日、保証人住所、保証人電話

番号（ただし、留学生の場合は保証人は不要のため記載しない。） 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院博士前期課程に入学した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人及び保証人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 卒業証明書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

大学院博士前期課程及び研究生入学にあたり、入学資格要件の確認、学籍データ

作成のため。 

記録項目（注３） 国籍又は本籍、氏名、生年月日、大学名、学部名、学科名、卒業年月日 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院博士前期課程、研究生に入学した者 

記録情報の収集方法 本人の申告 



（注５） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 休学願 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

休学をする学生の所在・休学理由の把握、学籍状況の確認、授業料変更処理のた

め。記入不備等における事務連絡。 

記録項目（注３） 所属大学院、学籍番号、専攻名、コース名、学生氏名、学生の住所、学生の電話

番号、E-mail アドレス、保証人氏名、保証人住所、保証人電話番号、主任指導

教員名、休学期間、休学理由、添付書類 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院で休学を希望する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人及び保証人の申告 

要配慮個人情報が含まれ  



るときは、その旨（注６） 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 復学届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

復学をする学生の所在の把握、復学する意志確認、学籍状況の確認、授業料変更

処理のため。記入不備等における事務連絡。 

記録項目（注３） 所属大学院、学籍番号、専攻名、コース名、学生氏名、学生の住所、学生の電話

番号、E-mail アドレス、復学日、休学期間 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院で復学を希望する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 



開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 履修届（通年・１学期用） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生が授業を履修する際、履修する授業科目の確認を行うため。記入不備等にお

ける事務連絡。 

記録項目（注３） 学籍番号、研究科名、専攻名、コース名、学生氏名、主任指導教員名、住所、

E-mail アドレス、携帯電話番号、電話番号、履修コード、授業科目名、担当教

員名 

記録範囲（注４） 本学大学院学生で授業を履修する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 履修届（２学期用） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生が授業を履修する際、履修する授業科目の確認を行うため。記入不備等にお

ける事務連絡。 

記録項目（注３） 学籍番号、研究科名、専攻名、コース名、学生氏名、主任指導教員名、住所、

E-mail アドレス、携帯電話番号、電話番号、履修コード、授業科目名、担当教

員名 

記録範囲（注４） 本学大学院学生で授業を履修する者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

訂正及び利用停止に関す

る他の法律又はこれに基

該当なし 



づく命令の規定による特

別の手続等（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 研究題目届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

大学院新入生の研究題目を確認し、主任指導教員を決定するため。また、大学院

協議会及び大学院教授会の審議のための資料データとする。 

記録項目（注３） 学籍番号、専攻名、コース名、学生氏名、研究題目、主任指導教員名 

記録範囲（注４） 大学院博士前期課程及び博士後期課程新入生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 



令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 修士論文題目届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

当年度に修了する意志を確認するため。また、修士論文審査委員会立ち上げのた

め大学院協議会及び大学院教授会の審議のための資料データとする。 

記録項目（注３） 主任指導教員名、入学年度、学籍番号、専攻名、コース名、学生氏名、ふりがな、

生年月日、住所、電話番号、E-mail アドレス、修士論文・修士修了研究の区別、

修士論文題目名 

記録範囲（注４） 大学院博士前期課程在籍者で当年度９月又は３月に修了を予定している者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 



行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学位（修士）申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学位（修士）申請の意志を確認するため。また、大学院協議会及び大学院教授会

の審議のための資料データとする。 

記録項目（注３） 入学年度、学籍番号、専攻名、コース名、学生氏名、住所、電話番号、E-mail

アドレス、専攻分野の名称、修士論文執筆言語名、修士論文要旨の執筆言語名、

主任指導教員氏名 

記録範囲（注４） 当年度に修士論文題目届を提出した大学院博士前期課程在籍者の修了予定者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

 



情報ファイルである旨（注

10） 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 修士論文届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

修士論文題目名の最終確認を行うため。また、大学院協議会及び大学院教授会の

審議のための資料データとする。 

記録項目（注３） 主任指導教員氏名、入学年度、学籍番号、専攻名、コース名、修士論文・修士修

了研究の区別、修士論文題目名、修士論文題目届提出時の修士論文題目名が変更

となった場合は、主任指導教員の題目変更承認が必要。 

記録範囲（注４） 当年度に学位（修士）申請を行う者。 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 



行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 修士論文審査委員会報告書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

大学院協議会において、学位授与の可否を審議するにあたり、修士論文審査委員

会の修士論文審査及び最終試験の結果を資料とするため。 

記録項目（注３） 審査報告年月日、審査委員３名の署名及び捺印（サイン）、学位申請者の専攻名・

コース名・氏名、修士論文題目名、論文審査評点、最終試験合否、専攻分野の名

称、審査の要旨 

記録範囲（注４） 学位申請者（修士） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

審査委員会報告による。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



称及び所在地 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学籍簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学籍管理及び保存、各種証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 学籍番号、専攻名、コース名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍

年月日、取得学位の専攻分野の名称、本籍都道府県名、出身大学、職歴、留学期

間年月日・帰学年月日・留学先大学の国名及び大学名、休学期間年月日・復学年

月日・休学理由、研究題目、指導教員氏名、学位論文題目、学位論文審査委員氏

名、論文成績、最終試験成績、学位記番号、授与年月日・取得学位の専攻分野の

名称、備考欄 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院博士前期課程に入学した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、学位論文審査委員会からの

報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報 総務企画課 



の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績原簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績管理及び保存、成績証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 専攻名、コース名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、授

業科目名、成績、単位数、修得年度、学位論文題目名、論文成績、最終試験成績 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院博士前期課程に入学した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、授業担当教員からの報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情  



報の概要 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学籍簿及び成績原簿（CD-ROM 版） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 学籍簿欄：学籍番号、専攻名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、

取得学位の専攻分野の名称、本籍都道府県名、出身大学、職歴、留学期間年月日・帰学年

月日・留学先大学の国名及び大学名、休学期間年月日・復学年月日・休学理由、研究題目、

指導教員氏名、学位論文題目、学位論文審査委員氏名、論文成績、最終試験成績、学位記

番号、授与年月日・取得学位の専攻分野の名称、備考欄 

成績原簿欄：専攻名、コース名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、

授業科目名、成績、単位数、修得年度、学位論文題目名、論文成績、最終試験成績 

記録範囲（注４） 博士前期課程修了者（昭和 42年度～平成 10年度） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、授業担当教員からの報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



称及び所在地 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学籍簿及び成績原簿（CD-ROM 版） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 学籍簿欄：学籍番号、専攻名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、

取得学位の専攻分野の名称、本籍都道府県名、出身大学、職歴、留学期間年月日・帰学年

月日・留学先大学の国名及び大学名、休学期間年月日・復学年月日・休学理由、研究題目、

指導教員氏名、学位論文題目、学位論文審査委員氏名、論文成績、最終試験成績、学位記

番号、授与年月日・取得学位の専攻分野の名称、備考欄 

成績原簿欄：専攻名、コース名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、

授業科目名、成績、単位数、修得年度、学位論文題目名、論文成績、最終試験成績 

記録範囲（注４） 博士前期課程及び博士後期課程修了者（昭和 42年度～平成 16年度） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、授業担当教員からの報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 



行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学位記台帳 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学位記授与番号管理のため。 

記録項目（注３） 学位記授与番号、専攻名、コース名、学位名、専攻分野の名称、氏名、生年月日 

記録範囲（注４） 学位（博士、修士）授与者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

学位（博士）申請書、博士後期課程学位論文審査委員会・大学院協議会・大学院

教授会の審査・審議結果による。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情  



報の概要 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績原簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績管理及び保存、成績証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 専攻名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、授業科目名、

成績、単位数、修得年度、学位論文題目名、論文成績、最終試験成績 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院博士後期課程に入学した者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、授業担当教員からの報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



提案を受ける組織の名

称及び所在地 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 主任指導教員変更願 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

主任指導教員の変更に伴い、指導体制の構成変更、大学院担当調整手当の変更を

行う。また、博士前期課程の在籍者が博士後期課程へ出願する際に入試課へ主任

指導教員の情報提供を行う。 

記録項目（注３） 学籍番号、専攻名、学生氏名、新主任指導教員名、旧主任指導教員名、変更理由 

記録範囲（注４） 大学院博士前期課程及び博士後期課程在籍者で主任指導教員の変更を希望する

者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績原簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

 

学務部教務課 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

成績管理及び保存、成績証明書発行のための照合確認。 

記録項目（注３） 専攻名、コース名、氏名、生年月日、入学年月日、修了・退学・除籍年月日、授

業科目名、成績、単位数、修得年度、学位論文題目名、論文成績、最終試験成績 

記録範囲（注４） 東京外国語大学大学院修士課程（外国語学研究科及び地域研究研究科）入学者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人からの申告、在学中の異動の事実があった場合、授業担当教員からの報告。 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

 



る期間（注 11） 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 進路決定届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

グローバル・キャリア・センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

卒業（修了）予定者の進路希望状況の把握、就職先内定状況の把握 

卒業（修了）者の就職先・進学先の把握 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、課程、専攻語、進路先、卒業後の連絡先 

記録範囲（注４） 卒業・修了生（２０００年度以降） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告、指導教員からの提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

東京外語会（同窓会） 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

該当 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

本人の数：１９，９７５件 

情報の項目：課程、専攻語、進路先 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 



備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 入学料免除及び入学料徴収猶予申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部学生課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学料免除及び入学料徴収猶予の審査 

記録項目（注３） 所属、学籍番号、氏名、住所、連絡先(TEL,E-mail)、学業成績、家族状況、収

入状況、その他家計計算上必要とする個人情報、認定所得、判定結果 

記録範囲（注４） 入学料免除及び入学料徴収猶予を申請した学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 



備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 授業料免除申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部学生課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

授業料免除の審査 

記録項目（注３） 所属、学籍番号、氏名、住所、連絡先(TEL,E-mail)、学業成績、家族状況、収

入状況、その他家計計算上必要とする個人情報、認定所得、判定結果 

記録範囲（注４） 授業料免除を申請した学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人の申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 



備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学生団体継続・設立届 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

学務部学生課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

公認学生団体の継続、設立をするための届 

記録項目（注３） 所属、学籍番号、氏名、住所、連絡先(TEL,E-mail) 

記録範囲（注４） 申請した団体の構成員 

記録情報の収集方法 

（注５） 

団体の申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 



 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 保健管理センター利用者カルテファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

保健管理センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

保健管理のため 

記録項目（注３） １所属、２氏名、３学籍番号、４性別、５生年月日、６身長、７体重、８視力、

９聴力、10 血圧、11 尿検査、12 胸部エックス線検査、14 現症歴、15 現症、16

疾患、17 処置結果、18 処方 

記録範囲（注４） 受診者（学生、教職員） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

受診結果 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

該当 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 



個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 入試管理システム 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

出願者の基本情報及び入試情報を記録し、入学者選抜業務、入学者選抜資料及び

入学状況統計資料の作成に利用する。 

記録項目（注３） 受験番号、氏名、性別、生年月日、現住所、都道府県名、科目名、得点、高等学

校名、出願状況、合格状況、大学名、学部名、試験区分、入学手続状況 

記録範囲（注４） 一般入試/選抜、推薦入試/学校推薦型選抜、帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子

女特別入試及び私費外国人留学生特別入試/選抜の出願者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

大学入試センターから成績、出願状況及び合格状況資料の提供、受験生の出願書

類、解答用紙、日本学生支援機構から日本留学試験の成績提供 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

独立行政法人大学入試センター、独立行政法人日本学生支援機構 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 



個人情報ファイルの名称 【選抜データ】大学院前期 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

出願者の基本情報及び入試情報を記録し、入学者選抜業務、入学者選抜資料及び

入学状況統計資料の作成に利用する。 

記録項目（注３） 受験番号、氏名、性別、国籍、母語、年齢、大学名、学部名、大学院名、研究科

名、卒業年月日、合格状況、入学手続状況、研究内容、得点 

記録範囲（注４） 博士前期課程出願者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

受験生の出願書類、解答用紙、口述評価票 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 志願票（各選抜日程） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

個人情報ファイルが利用 入試課 



に供される事務をつかさ

どる組織の名称（注１） 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学者選抜（出願書類） 

記録項目（注３） 氏名、性別、生年月日、国籍、母語、年齢、現住所、都道府県名、科目名、高等

学校名、大学名、学部名、大学院名、研究科名、試験区分 

記録範囲（注４） 一般入試/選抜、推薦入試/学校推薦型選抜、帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子

女入試、私費外国人留学生入試/選抜、日本課程（外国人留学生）/J2、国費留学

生/J3、編入学、博士前期課程、博士後期課程、科目等履修生、研究生の出願者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

受験生の出願書類 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 調査書・成績証明書（各選抜日程） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

入試課 



どる組織の名称（注１） 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学者選抜（出願書類） 

記録項目（注３） 氏名、性別、生年月日、現住所、高等学校名、大学名、学部名、大学院名、研究

科名、記載責任者名 

記録範囲（注４） 一般入試/選抜、推薦入試/学校推薦型選抜、帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子

女入試、私費外国人留学生入試/選抜、日本課程（外国人留学生）/J2、国費留学

生/J3、編入学、博士前期課程、博士後期課程、科目等履修生、研究生の出願者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

受験生の出願書類 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 卒業・修了（見込）・在学証明書（各選抜日程） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 



個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学者選抜（出願書類） 

記録項目（注３） 氏名、生年月日、高等学校名、大学名、学部名、大学院名、研究科名、記載責任

者名 

記録範囲（注４） 一般入試/選抜、推薦入試/学校推薦型選抜、帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子

女入試、私費外国人留学生入試/選抜、日本課程（外国人留学生）/J2、国費留学

生/J3、編入学、博士前期課程、博士後期課程、科目等履修生、研究生の出願者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

受験生の出願書類 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 答案用紙（各選抜日程） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用 入学者選抜（出願書類） 



目的（注２） 

記録項目（注３） 受験番号、採点 

記録範囲（注４） 一般入試/選抜、推薦入試/学校推薦型選抜、帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子

女入試、私費外国人留学生入試/選抜、日本課程（外国人留学生）、編入学、博士

前期課程、博士後期課程の受験者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本学筆答試験 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 口述試験評価票 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学者選抜（出願書類） 

記録項目（注３） 受験番号、氏名、研究計画、得点、評価、概評 



記録範囲（注４） 推薦入試/学校推薦型選抜、帰国子女入試、帰国生等特別推薦入試/選抜、私費外

国人留学生入試/選抜、日本課程（外国人留学生）/J2、国費留学生/J3、編入学、

博士前期課程、博士後期課程の口述試験受験者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

本学口述試験 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 本人のパスポートの写し又は外国人登録原票記載事項証明書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

入学者選抜（出願書類） 

記録項目（注３） 氏名、生年月日、性別、国籍、在留資格、在留期限、入国年月日、出国年月日 

記録範囲（注４） 帰国生等特別推薦入試/選抜、帰国子女入試、私費外国人留学生入試/選抜、日本

課程（外国人留学生/J2）、国費留学生/J3 出願者 



記録情報の収集方法 

（注５） 

受験生の出願書類 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 OCANs 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課・高大連携支援室 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

オープンキャンパス、体験授業等の各種イベントの申込者を記録する。 

記録項目（注３） 氏名、カナ氏名、住所、メールアドレス、電話番号、高校名、学年、性別、同伴

者人数、生年月日 

記録範囲（注４） イベント申込者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

申込者からの申し込み 

要配慮個人情報が含まれ  



るときは、その旨（注６） 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 フォームメーラー 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

入試課 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

各種イベントの申込者の記録及びアンケート集計。 

記録項目（注３） 氏名、カナ氏名、住所、メールアドレス、電話番号、学年、性別、生年月日 

記録範囲（注４） イベント申込者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

申込者からの申し込み、アンケート回答者からの回答 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

 

開示等請求を受理する組 国立大学法人東京外国語大学総務企画課 



織の名称及び所在地 〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

□有 ■無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 学生データファイル 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

進学先大学への成績証明書提出、センター内会議への提出、本人への成績・出欠

状況通知及び学籍簿作成のため 

記録項目（注３） 氏名・学籍番号・専攻・生年月日・顔写真・国籍・学歴・成績・出席状況・性別・

本国住所・父母氏名・進学大学・携帯電話番号・部屋番号 

記録範囲（注４） 留日センター所属外国人留学生（修了生含む） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

提出書類（本人・文部科学省・教員） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

進学先大学 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考 

 

 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 留学生名簿 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生課留学生教育係 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生へのメール連絡、郵便の発送、住所・指導教員・学年・学籍番号等の確認 

および統計調査への利用 

記録項目（注３） 身分、学年、学籍番号、氏名、国籍、性別、生年月日、私費国費の別、郵便番号、

住所、電話番号、奨学金受給の有無、指導教員名、入学年度、在留資格 

記録範囲（注４） 本学在籍者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

正規生については教務課から入手 

非正規生については入学時の提出書類等からの転載 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

なし 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 ■法第 60 条第 2 項第 1 号 □法第 60 条第 2 項第 2 号 



（注９） （電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考  

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 外国籍学生一覧 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生課留学生教育係、留学生交流係 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

現住所、母国住所、日本における連絡先、在留カード情報、e-mail address、氏

名の表記、生年月日の確認 

記録項目（注３） 国籍、氏名、生年月日、現住所（日本）、母国の住所、電話番号、 

日本における連絡先、e-mail、在留カード情報（在留資格、在留期限、在留カー

ド番号） 

記録範囲（注４） 外国籍学生（正規・非正規とも） 

記録情報の収集方法 

（注５） 

入学時の提出書類（本人記入）あるいは web 入力 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

なし 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

□法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 



行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考  

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 成績表一覧 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生課留学生生活係 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

奨学金受給者決定時の参考書類 

記録項目（注３） 学年、氏名、学籍番号、国籍、年齢、性別、入試成績、成績係数、授業料免除状

況、奨学金受給歴 

記録範囲（注４） 私費留学生 

記録情報の収集方法 

（注５） 

入試成績については入試課より入手、成績については教務課より入手 

その他については奨学金申請書より抜粋 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報 総務企画課 



の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考  

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 派遣留学申請書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生課留学生交流係 

 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

派遣留学の申請書類 

記録項目（注３） 国籍、氏名、生年月日、現住所、電話番号、日本における連絡先、email 

記録範囲（注４） 正規生で派遣留学希望者 

記録情報の収集方法 

（注５） 

データ入力及び書類申請 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

含まれない 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

該当しない 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

該当しない 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 



提案を受ける組織の名

称及び所在地 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

該当しない 

備考 

 

 

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 海外旅行届及び旅行許可願 DC 外提出者（H22～） 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学支援共同利用センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生の海外渡航情報管理 

記録項目（注３） 渡航目的、入学年度、学籍番号、所属学部、専攻言語、氏名、住所、電話番号、

保証人氏名、住所、電話番号、渡航先、渡航期間、渡航中の連絡先（国内、国外）、

渡航日程 

記録範囲（注４） 海外に渡航する学生  

記録情報の収集方法 

（注５） 

紙媒体（本人記入） 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

 



提案をすることができ

る期間（注 11） 

備考  

 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 留学白書 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学生課 留学支援共同利用センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

学生の留学情報管理 

記録項目（注３） 留学地域,国、留学先教育機関名、学籍番号、氏名、学部、専攻言語、入学年、

性別、単位認定の有無、奨学金受給状況、留学開始/休学開始日程、留学終了/休

学終了日程 

記録範囲（注４） 海外に留学する学生  

記録情報の収集方法 

（注５） 

留学生課交流係（交換留学生）、教務課（休学留学生、単位認定情報）、ショート

ビジット参加者名簿、各スタディツアー担当教員 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

なし 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

該当 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

本人の件数：5,641 件 

留学地域・国、留学先教育機関名、学部、専攻言語、入学年、性別、単位認定の

有無、奨学金受給状況、留学開始/休学開始日程、留学終了/休学終了日程 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

平成 30 年 10 月 1 日～平成 30 年 11 月 22 日 

備考  



 

 

個人情報ファイル保有状況調査票 

個人情報ファイルの名称 留学相談申込書・記録 

行政機関等の名称 国立大学法人東京外国語大学 

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（注１） 

留学支援共同利用センター 

個人情報ファイルの利用

目的（注２） 

留学相談記録の管理 

記録項目（注３） 学籍番号、氏名、学部、専攻言語、電話番号、メールアドレス、相談内容 

記録範囲（注４） 留学相談申込み学生  

記録情報の収集方法 

（注５） 

本人による申告 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨（注６） 

 

記録情報の経常的提供先 

（注７） 

学内 

開示等請求を受理する組

織の名称及び所在地 

国立大学法人東京外国語大学総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

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（注８） 

該当なし 

個人情報ファイルの種別 

（注９） 

■法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 

令第 20 条第 7 項に該当するファイルの 

■有 □無 

行政機関等匿名加工情報

の提案の募集をする個人

情報ファイルである旨（注

10） 

 

行政機関等匿名加工情報

の提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

行政機関等匿名加工情

報の概要 

 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案を受ける組織の名

称及び所在地 

総務企画課 

〒183-8534 東京都府中市朝日町 3-11-1 

作成された行政機関等

匿名加工情報に関する

提案をすることができ

る期間（注 11） 

 

備考  

 

 


