東京藝術大学

個人情報ファイルの名称

個人情報ファイル簿

担当部局

利用目的

記録項目

記録される個人の範囲

記録情報の収集方法

他法令等
記録情報
による、
を本学以
訂正、利
外の者に
開示請求等を受理する担当 用停止等 個人情報ファイルの種別 記録情報に要配慮個人情報が含ま
経常的に
部局の名称及び所在地
の手続等
※1
れるときは、その旨
提供する
の規定
場合の提
（ある場
供先
合）

個人情報ファイル
が独立行政法人等
の保有する個人情
報の保護に関する
独立行政法人等非識別加工情報の提案の募集を 独立行政法人等非識別加工情報の提
法律第２条第９項
する個人情報ファイルである旨
案を受ける組織の名称及び所在地
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

備考

戦略企画課

学生から授業料・入学料・保険
料など学費関係を徴収し、納入
を受けるため

学生氏名、学生の性別、学生現住所、学生電話番号、保証人氏名、保証人住所、保証人電話番号、授業料などの入金記録、
住所変更などの履歴、免除申請の結果

平成16年度以降に在籍した学生から、現在在 美術学部・音楽学部の教務係からの通知、学生課からの新入
なし
籍している学生まで（退学者卒業生含む）
生データ

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
□ 法第2条第4項第2号
含まない
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

住所録マスタ（財務会計シス
テム）

戦略企画課

財務会計システム上に相手先と
して登録し、利用するため

検索タイプ、名称、フリガナ、住所No.、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、企業区分、支払先区分、収入先区分、登録
依頼課・係、得意先／支払条件・支払手段、仕入先／銀行振込タイプ・支払条件・支払手段、銀行口座情報（銀行名・コー
ド、銀行支店名・コード、口座種別、口座番号、振込人名義）

旧財務会計システムから一部のデータを引き
継ぎ、新規取引相手として発生した場合は
データを追加していく。（有効期間を設定で
きる）

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
□ 法第2条第4項第2号
含まない
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

ICカード発行システムデータ
（①職員②学生）

①総務課
②学生課

ICカード（①身分証明書②学生
証）の発行のため

①職員番号・氏名・氏名（カナ）・氏名（英字）・メールアドレス・郵便番号・住所・自宅電話番号・自宅FAX番号・印字名
①平成16年～現在の在籍教職員及び離籍者
①総務課人事係、各部局庶務担当係からの通知
（戸籍上の氏名）、写真画像、カード発行日及び有効期限年月日
②平成16年～現在の入学者（正規生及び非正 ②美術学部・音楽学部・映像研究科・国際芸術創造研究科の なし
②学籍番号、氏名（漢字・カナ・英字）、印字用氏名、生年月日、学部名、学科・専攻名、学年、入学年月日、卒業予定年
規生）
教務担当者からの通知
月日、郵便番号、住所、自宅電話番号、写真画像、ｶｰﾄﾞ発行日及び有効期限年月日

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

学生課

事務処理で利用
志願者統計資料作成

氏名、生年月日、性別、年齢、本籍、国籍、在留資格、現住所、電話番号、メールアドレス、受験時連絡先、学歴、職歴、
賞罰、免許資格、保護者等連絡先、出身学校（学校名、卒業日、住所、電話番号）、志望専攻等、希望教員名、受験科目、
大学入試センター試験受験教科・科目・成績請求票番号、学科別試験科目（楽器名、曲名、作品題名等）、特別措置の有無
等、入学検定料免除対象者、検定料入金日等詳細

当年度入学者選抜の受験者のうち、検定料を
支払った者

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

-

卒業生・修了生へ卒業・修了証
書を発行した記録を記すため

①学部卒業者名簿：証書番号・本籍・学科専攻別・氏名・生年月日
②専攻科終了者名簿：証書番号・本籍・学科専攻別・氏名・生年月日
③別科修了生名簿：修了年月日・第号・専攻・生年月日・本籍・氏名

①昭和27年度～昭和48年度の卒業生
②昭和28年度～昭和38年度の修了生
③昭和28年度～昭和33年度の修了生

美術学部・音楽学部の教務担当者からの通知

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

卒業生・修了生へ学位記を発行
した記録を記すため

①学士：学位記番号・学位・授与年月日・学部・学科・専攻・氏名・ふりがな・生年月日・本籍地・学籍番号
②修士：学位記番号・学位・授与年月日・専攻・出身大学・学部・入学年月・氏名・ふりがな・生年月日・本籍地・作品の
題目・演奏の題目・論文の題目・学籍番号
③博士：学位記番号・学位・授与年月日・専攻・研究領域・出身大学・研究科・入学年月・氏名・ふりがな・生年月日・本
（国）籍・性別・論文の題目・作品の題目・演奏の題目・学籍番号
④別科：証書番号・授与年月日・専修部門・分野･声種･楽器・氏名・ふりがな・生年月日・本籍地・学籍番号

①昭和49年度～現在の卒業生
②昭和39年度～現在の修了生
③昭和56年度～現在の修了生
④昭和34年度～現在の修了生

美術学部・音楽学部・映像研究科・国際芸術創造研究科の教
なし
務担当者からの通知

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

学生課

学籍管理、履修情報管理、成績
管理、進級及び卒業処理、各種
証明書・学割発行、データ検索
等の事務処理に利用するため

①学生情報：個人情報（学籍番号、氏名、フリガナ、氏名（英文）、性別、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、携帯電
話番号、E-Mailアドレス）、学籍情報（所属、在学区分、学年、セメスター、学生区分、外国人学生区分、受験年度、受験番
号、入学年月日、入学時期、入学区分、カリキュラム年度、卒業予定日、卒業年月日、卒業番号）保証人情報（氏名、フリ
ガナ、氏名（英文）、続柄、郵便番号、住所、電話番号、携帯電話番号、E-Mailアドレス、勤務先、勤務先電話番号）、出身
関連（国籍、本籍地、出身高校、卒業年月日、学科、課程）、学歴（卒業年月、入学年月、大学名、学部名、研究科名、専
①～④平成21年度以降の在籍者
攻名、卒業・退学の別）、学位
⑤H31年度に健康診断を受診した学生
②身分異動情報
③履修情報
④成績情報
⑤学籍番号・氏名・カナ・性別・生年月日・健診日・年齢・身長・体重・BMI・視力・血圧・胸部X線撮影所見・備考・総合
判定

①本人からの申告書・届出書
②本人からの手続書類
③本人によるウェブ入力情報
④授業担当教員によるウェブ入力情報
⑤保険管理センターからの通知

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

保健管理センター

学生の健康管理・健康診断証明
書発行

学籍番号・氏名・カナ・性別・生年月日・現住所・電話番号・E-Mailアドレス・帰省先住所・帰省先電話番号・健診日・年
齢・身長・体重・BMI・視力・血圧・検尿(尿蛋白・尿糖・尿潜血) 胸部X線撮影所見・備考・総合判定

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

学生・職員の健康管理

①学生：学籍番号・氏名・カナ・性別・生年月日・現住所・電話番号・E-Mailアドレス・帰省先住所・帰省先電話番号・診察
H26年度以降に保健管理センターを受診した
内容（症状・処方薬等）
②職
学生・職員
員：氏名・カナ・性別・生年月日・現住所・電話番号・E-Mailアドレス・連絡先・診察内容（症状・処方薬等）

①本人からの申請②診察した保健管理センタースタッフから
なし
の情報

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

学費管理システムファイル

入試ファイル

卒業・修了生名簿

学位記発行台帳

東京藝術大学教務システム
ファイル

学生保健簿

カルテ

学生課

学生課

保健管理センター

H26年度以降に健康診断を受診した学生

本人からの申請書や請求書等の記載による

本人によるウェブ入力情報

①学生からの申請、健診業者からのデータ

なし

-

-

-

記録項目のうち下記の情報についてはシステムの仕様上、情報
の電子的な出力が不可能であるため、独立行政法人等非識別加
工情報の加工対象には含まれない。
・⑤の情報

個人情報ファイルの名称

【美術】入試ファイル（非正
規含む）

【美術】入試ファイル

【音楽】入試ファイル（非正
規含む）

【音楽】入試ファイル

担当部局

利用目的

記録項目

記録される個人の範囲

美術学部

入試合格者（辞退者除く）情報
確認のため

氏名・生年月日・性別・年齢・本籍・国籍・在留資格・現住所・連絡先・学歴・職歴・賞罰・志望専攻等・受験科目・保護
者等連絡先

美術学部

入試合格者（辞退者除く）情報
確認のため

氏名・生年月日・性別・年齢・本籍・国籍・在留資格・現住所・連絡先・学歴・職歴・賞罰・志望専攻等・受験科目・保護
者等連絡先

データ検索等の事務処理に利用
するため

学部：氏名、ふりがな、生年月日、性別、年齢、出願資格（出身学校名、出身学校所在地、卒業修了年月、高等学校卒業程
度認定試験合格年月）、専攻、受験番号、志願科、声種・楽器・流派名、大学入試センター試験（受験番号、試験場コー
ド、発行回数）、出身大学（大学名、卒業年月）、現住所（住所、電話番号、メールアドレス）、受験時の連絡先（住所、
携帯電話番号）、保護者等の連絡先（住所、電話番号、携帯電話番号、保護者氏名）、打楽器志願者の楽器名、邦楽科各志
願者の楽器名又は流派名、楽理科志願者のうち副科ピアノ以外の楽器選択者・指揮科志願者の第2回器楽試験の楽器名、音楽
環境創造科志願者で「面接」の「自己表現」で行うもの、楽理科志願者の外国語選択、別科志願者（専修名、楽器名または
声種名）、指導教師名（指導教師名、指導を受けた期間）、宗次德二特待奨学生申請の有無、センター試験受験科目
別科：氏名、ふりがな、生年月日、性別、年齢、出願資格（出身学校名、出身学校所在地、卒業修了年月、高等学校卒業程
度認定試験合格年月）、志願専修、声種・楽器・流派名、現住所（住所、電話番号、メールアドレス）、受験時の連絡先
平成13～現在の入学者（正規生及び非正規
（住所、携帯電話番号）、保護者等の連絡先（住所、電話番号、携帯電話番号、保護者氏名）、邦楽専修各志願者の楽器名
生）
又は流派名、学部併願者（学科名、楽器名または声種名）
修士：氏名、ふりがな、生年月日、性別、年齢、専攻等、受験番号、現住所（住所、電話番号）、受験時の連絡先（住所、
携帯電話番号、メールアドレス）、志願する専攻・研究分野・声種・楽器等、語学、基礎学科目、出身大学名、宗次德二特
待奨学生申請の有無、履歴書（学歴、職歴、賞罰、音楽学習歴）、専攻実技における「自由曲」の曲名（志願する研究分
野・楽器名、自由曲（楽器名、曲名・調名、作曲者名）、楽器借用の有無
博士：氏名、ふりがな、生年月日、性別、年齢、専攻等、受験番号、現住所（住所、電話番号）、受験時の連絡先（住所、
携帯電話番号、メールアドレス）、志望する研究領域・研究分野・声種・楽器名等、音楽学習歴等、本学博士後期課程入学
後の研究題目、修士論文題目、選択受験科目、出身大学院又は大学名、一般履歴書（学歴、職歴、賞罰）、指導教員希望
（第1希望教員名、第2希望教員名）、本学在学者学生番号

データ検索等の事務処理に利用
するため

学部：受付番号、志望課程、専攻、研究分野、研究科コード、打楽器・邦楽の楽器名・流派名等、氏名、カナ氏名、性別、
生年月日、年齢、本籍または国籍、在留資格、日本留学試験の受験有無、現住所（現住所、電話番号、携帯電話）、出身学
校（学校名、卒業日、所在地、電話番号）資格等（名称、取得年月、取得・取得見込）受験時住所、保護者（氏名、住所、
自宅電話番号、携帯電話番号）、特別措置の有無、特別措置について、大学・学部・学科名、卒業年月、卒業・卒業見込、
外国における学校教育出身者（学校名、学校所在地、入学・卒業年月日、在学期間）、資格（資格名、取得年月）大学入試
センター試験（受験教科・科目、請求票番号）、打楽器志願者の楽器名、楽理科志願者「外国語」/音楽環境創造科「自己表
現」、楽器名、曲名・調名、作曲者名、所要時間、併願する学科名等、指導教師（指導を受けた期間、指導教師氏名）、宗
次德二特待奨学生申請有無、英語の資格・検定試験（資格・検定試験名、スコア・等級）、「私費外国人留学生」志願者
（出身学校名、出身学校所在地、入学年月日、卒業年月日、在学期間）、入学検定料免除対象者、整理番号、受験番号
別科：受付番号、志望課程、専攻、研究分野、研究科コード、打楽器・邦楽の楽器名・流派名等、氏名、カナ氏名、性別、
生年月日、年齢、本籍または国籍、在留資格、現住所（現住所、電話番号、携帯電話）、出身学校（学校名、卒業日、所在
地、電話番号）、受験時住所、保護者（氏名、住所、自宅電話番号、携帯電話番号）特別措置の有無、特別措置について、
平成29年度以降入学者（正規生）
大学・学部・学科名、卒業年月、卒業・卒業見込、併願する学科名等、入学検定料免除対象者、整理番号、受験番号
修士：受付番号、志望課程、専攻、研究分野、研究科コード、氏名、カナ氏名、性別、語学試験で選択する科目、出身大
学、本学学籍番号、学部在籍時と志願する専攻・楽器の異同、大学（大学名、入学～卒業時期、卒業・卒業見込）、生年月
日、年齢、本籍または国籍、在留資格、現住所、電話番号、携帯電話、Email、受験時住所、大学院（大学院名等、入学～卒
業時期）職歴、賞罰、語学受験科目、専門試験受験科目、入学検定料免除対象者、音楽学習歴、楽器借用の有無、志願する
研究分野・声種・楽器名、楽器名、曲名・調名、作曲者名、宗次德二特待奨学生申請、入学検定料免除対象者、基礎学科名
（音楽史）、音楽教育（一般）（社会人）語学、音楽音響創造語学、音楽文芸語学、整理番号
博士：受付番号、受験番号、志望課程、研究分野、研究科コード、氏名、カナ氏名、性別、生年月日、年齢、本籍または国
籍、在留資格、現住所、電話番号、携帯電話、Email、受験時住所、高校（高校名、入学～卒業時期）、高等学校卒業程度認
定試験取得者、大学（大学名、入学～卒業時期、卒業・卒業見込）大学院（大学院名等、入学～修了時期、修了・修了見
込）、出願資格審査許可者、職歴、賞罰、音楽学習歴、出身大学、本学学籍番号、第1希望教員名、第2希望教員名、修士論
文題目、入学後の研究題目、博士課程語学受験科目、入学検定料免除対象者、整理番号、受験番号

音楽学部

音楽学部

記録情報の収集方法

貴重資料画像データベース
ユーザーファイル

図書館利用者ファイル

芸術情報センター利用ファイ
ル

大学院映像研究科

データ検索等の事務処理に利用
するため

氏名・生年月日・性別・年齢・本籍・国籍・在留資格・現住所・電話番号・受験時連絡先・学歴・職歴・賞罰・免許資格・
志望専攻等・希望教員名

平成29～31年度入学者
（非正規生）

画像の利用目的を把握し、連絡
先を記録するため

ユーザＩＤ、パスワード、氏名、身分・職名、所属機関、郵便番号、住所、電話番号、利用目的、E-Mail

附属図書館

資料の貸出他、図書館サービス
に利用するため

利用者ID、カード番号、身分コード、氏名（漢字）、氏名（カナ）、学部学科コード、学籍番号、入学年度、発行回数、有効
期限、現住所、現住所郵便番号、現住所電話番号、帰省先氏名、帰省先郵便番号、帰省先住所、帰省先電話番号、メールア
本学に在籍中の学生及び教職員
ドレス、予算コード、ILL許可、購入依頼許可、パスワード（一部の登録者）、備考、連絡事項、館コード、貸出停止期日、
削除プラグ、延滞回数、登録日付、修正日付

芸術情報センター

本学設置のネットワークサービ
スの認証及び学内の連絡・確認
に利用するため

附属図書館

ユーザＩＤ、パスワード、氏名、学籍番号、教職員番号、職名、所属(学部等)、E-Mail

※1 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律
第2条第4項 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
第1号 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
第2号 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

貴重資料画像データベースユーザー

本学に在籍中の学生及び教職員。卒業／退職
後は一定期間保管の後削除

備考

なし

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

-

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

-

なし

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

□ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
■ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
□ 法第2条第4項第2号
含まない
（マニュアルファイル）

非該当

-

-

-

美術学部・音楽学部・映像研究科教務係等からの通知、学生
課からの新入生データ・総務課からの新規採用教職員デー
なし
タ、
学生本人からの申請

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
含まない
□ 法第2条第4項第2号
（マニュアルファイル）

有

記録項目のうち下記の情報についてはシステムの仕様上、情報
の電子的な出力が不可能であるため、独立行政法人等非識別加
工情報の加工対象には含まれない。
・パスワード、予算コード、ILL許可、購入依頼許可、貸出停止
期日、削除プラグ、延滞回数

各学部学部庶務係から非常勤講師の通知、学生課からの新入
生／卒業生データ・総務課からの新規採用／退職教職員デー なし
タ

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

■ 法第2条第4項第1号
（電算処理ファイル）
□ 法第2条第4項第2号
含まない
（マニュアルファイル）

本人からのweb入力

入試時の本人からの提出書類

本人によるウェブ入力情報

平成17～28年度入学者
（正規生及び非正規生）
【映像】入試ファイル（非正
規含む）

個人情報ファイル
が独立行政法人等
の保有する個人情
報の保護に関する
独立行政法人等非識別加工情報の提案の募集を 独立行政法人等非識別加工情報の提
法律第２条第９項
する個人情報ファイルである旨
案を受ける組織の名称及び所在地
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

総務課総務・広報係
なし
東京都台東区上野公園12-8

平成2年度入試以降合格者（正規生及び非正規
本人からの提出
生）

平成29年度以降入学者（正規生）

他法令等
記録情報
による、
を本学以
訂正、利
外の者に
開示請求等を受理する担当 用停止等 個人情報ファイルの種別 記録情報に要配慮個人情報が含ま
経常的に
部局の名称及び所在地
の手続等
※1
れるときは、その旨
提供する
の規定
場合の提
（ある場
供先
合）

入試出願書類

本人によるウェブ入力情報

なし

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

該当

総務課総務・広報係
東京都台東区上野公園12-8

有

記録項目のうち下記の情報についてはシステムの仕様上、情報
の電子的な出力が不可能であるため、独立行政法人等非識別加
工情報の加工対象には含まれない。
・パスワード

