別紙様式第１号（第11条関係）
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

入学試験データファイル

法人の名称

国立大学法人群馬大学

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 学務部学生受入課
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

学生受入センター運営委員会における調査・研究や入学試験関
係統計資料に使用する。

別紙のとおり

アドミッション・オフィス入試，推薦入試，帰国生・社会人入
記録範囲

試，私費外国人留学生入試及び一般入試に入学願書を提出した
者

記録情報の収集方法

志願者から提出された入学願書及び出願書類並びに大学入試セ
ンターから提供されたセンター試験に関する情報

要配慮個人情報が含まれると
含まない
きは,その旨
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) 国立大学法人群馬大学総務部総務課
(所在地) 〒371－8510 群馬県前橋市荒牧町４－２

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

☑法第２条第６項第１号
（電算処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

令第７条第３号に該当するフ
ァイル
☑有 □無

□法第２条第６項第２号
（マニュアル処理ファイル）

独立行政法人等非識別加工情
報の提案の募集をする個人情 非該当
報ファイルである旨
独立行政法人等非識別加工情
報の提案を受ける組織の名称
及び所在地
個人情報ファイルが法第２条
第９項第２号ロに該当する場
合には、意見書の提出機会が与
えられる旨
独立行政法人等非識別加工情
報の概要
作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
受ける組織の名称及び所在地
作成された独立行政法人等非
識別加工情報に関する提案を
することができる期間
備

考
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名

1 入試年度

51 センター試験（地理歴史・公民１）

得点

2 受験番号

52 センター試験（地理歴史・公民１）

換算点

3 試験区分

53 センター試験（地理歴史・公民２）

問題区分

4 志望学部コード

54 センター試験（地理歴史・公民２）

科目等コード

5 志望系・学科コード

55 センター試験（地理歴史・公民２）

得点

6 第１志望専攻コード

56 センター試験（地理歴史・公民２）

換算点

7 第２志望専攻コード

57 センター試験（数学①）

問題区分

8 第３志望専攻コード

58 センター試験（数学①）

科目等コード

9 カナ氏名

59 センター試験（数学①）

得点

10 アルファベット氏名

60 センター試験（数学①）

換算点

11 姓

61 センター試験（数学②）

問題区分

12 名

62 センター試験（数学②）

科目等コード

13 性別

63 センター試験（数学②）

得点

14 生年月日

64 センター試験（数学②）

換算点

15 連絡電話番号

65 センター試験（理科１）

問題区分

16 出身高等学校等コード

66 センター試験（理科１）

科目等コード

17 出身高等学校等の設置者

67 センター試験（理科１）

得点

18 出身高等学校等名

68 センター試験（理科１）

換算点

19 出身高等学校等カナ名

69 センター試験（理科２）

問題区分

20 出身高等学校等

課程

70 センター試験（理科２）

科目等コード

21 出身高等学校等

学科

71 センター試験（理科２）

得点

22 高等学校等卒業見込・卒業の別(コード)

72 センター試験（理科２）

換算点

23 高等学校等卒業年度

73 センター試験（外国語筆記）

問題区分

24 その他の出願資格(コード)

74 センター試験（外国語筆記）

科目等コード

25 調査書

評定平均値

75 センター試験（外国語筆記）

得点

26 調査書

成績概評

76 センター試験（英語リスニング）

問題区分

27 第１段階（第１次）選抜合否

77 センター試験（英語リスニング）

科目等コード

28 合否種別コード

78 センター試験（英語リスニング）

得点

29 合格系・学科コード

79 センター試験（外国語）

30 合格専攻コード

80 個別学力検査等

31 前期日程合格者

入学の有無(コード)

換算点

出欠コード

81 個別学力検査等素点

順位

32 国公立大学合格状況

資料区分コード

82 個別学力検査等素点

33 国公立大学合格状況

ＡＯ入試・推薦入試

83 個別学力検査等換算点

34 国公立大学合格状況

一般入試

84 個別学力検査等換算点

順位

35 無資格者(コード)

85 個別学力検査等１

科目等コード

36 センター試験

受験番号

86 個別学力検査等１

得点

37 センター試験

試験場コード

87 個別学力検査等１

換算点

38 センター試験

成績請求票発行回数

88 個別学力検査等２

科目等コード

39 センター試験

成績提供区分コード

89 個別学力検査等２

得点

40 センター試験

出欠コード

90 個別学力検査等２

換算点

91 個別学力検査等３

科目等コード

92 個別学力検査等３

得点

93 個別学力検査等３

換算点

41 センター試験素点

順位

42 センター試験素点
43 センター試験換算点

順位

44 センター試験換算点

94 総合素点

45 センター試験（国語）

問題区分

95 総合素点

46 センター試験（国語）

科目等コード

96 総合換算点

47 センター試験（国語）

得点

97 総合換算点

48 センター試験（国語）

換算点

49 センター試験（地理歴史・公民１）

問題区分

50 センター試験（地理歴史・公民１）

科目等コード

順位
順位

