
個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 日本語学校出願者入学願書 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 

大阪日本語教育センターへ入学を希望する者の選考のため及び入学が許
可された場合の基礎資料とし、在留資格認定申請の際に出入国在留管理局
へコピーを提出する。また、在外公館で査証を申請するために必要となる
場合があり、連絡者の求めに応じてコピーを渡す。 

記録項目 

1氏名、2国・地域、3出生地、4生年月日、5性別、6婚姻、7本国住所、8
本国で使用している言語、9学校で履修した外国語、10旅券（番号、発行
機関、発行年月日、上陸予定地、査証申請予定地）、11在日の経費支弁
者又は連絡先（氏名、住所、勤務先名）、12日本語習得者の進学希望（有・
無）、13本校課程終了後の進路（大学院・大学・短期大学・専門学校・
その他）、14学歴（小学校・中学校・高等学校・大学・その他／学校名・
所在地・修業年月・入学年月～卒業（修業）年月）、15日本語学習歴（学
校（教師名）・所在地・期間・教科書名）、16兵役（有・無） 

記録範囲 昭和45年～令和4年度４月入学出願者 

記録情報の収集方法 本人からの受験願書 一式 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 大阪出入国在留管理局 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 
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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 

- 

備   考  

 



個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 入学選考委員会資料 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 大阪日本語教育センターへ入学を希望する者の選考資料とする。 

記録項目 
1国籍、2受付番号、3氏名、4年齢、5性別、6学歴及び職歴、7職歴期間、
8卒業年月、9志望学科、10経費支弁者（氏名・住所）、11本人との関係、
12英語・日本語学習歴 

記録範囲 昭和45年～令和4年度４月入学出願者 

記録情報の収集方法 本人提出受験願書及び添付書類 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 □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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 

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 

- 

備   考  
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個人情報ファイル簿（単票） 
 

個人情報ファイルの名称 学生基本情報 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 
大阪日本語教育センターへ入学、卒業した者の学籍管理の基礎資料とする
ため。 

記録項目 

1受付番号、2許可番号、3学籍番号、4性別、5氏名、6学生分類（授業区
分類）、7国籍、8生年月日、9クラス、10婚姻、11文理区分、12出身高
校、13入学年月日、14卒業（予定）年月日、15入管受理（入国許可）番
号、16在留資格（ビザ区分）、17在留カード（外国人登録）番号、18入
国年月日、19在留期間、20日本語学習歴、21進路、22志望進学学科名、
23担任先生名、24教材（範囲・名称）、25テスト成績、26出席時間実績、
27受験・進学校名・進路（卒業・中途進学・中途退学・在籍のみ）、28
進学（学部・学科）、29受験区分、30卒業区分、31在日の経費支弁者又
は連絡人（氏名・住所・職業・続柄） 

記録範囲 昭和45年～令和4年度４月入学出願者 

記録情報の収集方法 本人提出受験願書、住所調査及び卒業後調査カード 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ■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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 

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

- 
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る期間 

備   考  

 



 
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学籍詳細情報 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 
大阪日本語教育センターに在籍している者、また、卒業した者の資料とし、
一部データを出入国在留管理局に報告する。 

記録項目 
1学籍番号、2国籍、3氏名、4生年月日、5性別、6在留資格、7在留期限、
8卒業年月、9外国人登録又は在留カード番号、10入国年月日、11居住地 

記録範囲 昭和12年～令和４年度4月生入学出願者 

記録情報の収集方法 本人提出受験願書及び住所調査 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 大阪出入国在留管理局 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ■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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 

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 

- 

備   考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 成績・卒業証明書 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 
大阪日本語教育センターに在籍している者、また、卒業した者の資料とし、
請求のあった機関に対して発行する。 

記録項目 
1学籍番号、2国・地域、3氏名、4入学年月日、5学習期間、6使用教材、
7各試験各科目成績、8平均点、9出席状況、10日本語成績概要 

記録範囲 昭和45年～令和３年度の入学者 

記録情報の収集方法 学内一斉試験等から得た成績等 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 進学先、出入国在留管理局（在留資格延長等） 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ■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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 

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 

- 

備   考  

 

別紙 6 



 
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 進学結果総覧 
特定個人情報ファイル 
 □該当 ■非該当 

行政機関等の名称 独立行政法人日本学生支援機構 

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 

大阪日本語教育センター 

個人情報ファイルの利用目的 大阪日本語教育センターの進学相談用の資料とする。 

記録項目 
1年度、2学籍番号、3氏名、4国・地域、5受験校、6受験結果、7進学区
分 

記録範囲 平成４年度～令和３年度の卒業者 

記録情報の収集方法 本人提出または申出のあった進学先に関する帳票 

要配慮個人情報が含まれるときは、
その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称
及び所在地 

(名 称) 独立行政法人日本学生支援機構 情報公開室 

(所在地) 〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 

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 

- 

個人情報ファイルの種別 

 ■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 
    □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 

非該当 

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 

- 

個人情報ファイルが法第60条第3
項第２号ロに該当する場合には、意
見書の提出機会が与えられる旨 

- 

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 

- 

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 

- 

備   考  
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