
1

２０20年 4月 1日

早稲田大学大学院 情報生産システム研究科

Graduate School of Information, Production and
Systems

～留学生オリエンテーション～
International Student Orientation
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Ｔｏｐｉｃｓ
 在留管理制度 Residency Management System

 在留資格・期間管理 Management of Residence Status

 マイナンバー 制度 Individual Number (My number)System

 銀行口座開設 Opening a Bank Account

 FAIS日本語講座 FAIS Japanese Language Course

 住民異動届 記入例

Sample of Notification Form for Resident Registration
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在留管理制度/Residency Management System

【在留カードについて/Residence Card】

３ヶ月を超える在留期間の在留資格をもって日本に在留する人

に交付されます。

It will be issued to persons residing in Japan who have been granted
a status of residence with a period of stay more than 3 months.

<表面/Front side> <裏面/Back side>
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在留管理制度/Residency Management System

在留カード/Residence Card

在留カード交付場所 / Where to be issued ※新規渡日者 / Overseas applicants

成田・羽田・中部・関西・新千歳・広島・福岡空港から
入国した場合
In case where you enter Japan via Narita, Haneda,
Chubu, Kansai, New Chitose, Hiroshima or Fukuoka
airport,

到着空港で受け取り
At the arrival airport

それ以外の空海港から入国した場合
(例：佐賀空港、博多港 etc...）
In case where you enter Japan via other port,
(e.g. Saga airport, Hakata International Port)

住民登録後、郵送による受け取り
The residence card will be sent
to your address in Japan after
resident registration.
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日本国内に居住するためには、住所の届け出が必須。
You must register your address at ward office to live in Japan.

【住所登録および変更場所/Where to register your address】
若松区居住者 → 島郷出張所または若松区役所
Resident of Wakamatsu-ku → Shimago Branch or Wakamatsu Ward Office

八幡西区居住者 → 八幡西区役所
Resident of Yahatanishi-ku → Yahatanishi Ward Office

住民登録 Resident Registration （14日以内/Within 14 days)

在留管理制度/Residency Management System

正当な理由なく住居地の届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合、
在留資格は取り消しされます。

If you make a false entry or don’t register your address without
reasonable reason, you will lose your status of residence.
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住民登録 Resident Registration
在留管理制度/Residency Management System

【登録に必要な書類 / Registration Requirements】

※印を所持している場合は持参すること / If you have these items（※）, please take it to the ward office.

登録事由 届出すべき期間 登録に必要なもの

Reason for registration Period of Notification Registration requirement

転入 海外から

住み始めてから14日以
内 Within 14 days after
the date of moving

パスポート Passport

Moving in Kitakyushu-City From abroad 在留カード Residence card

学生証 Student ID card

住民異動届 Moving-in Notice

北九州市以外から 転出証明書 Notification of moving-out

From outside of Kitakyushu-City 在留カード Residence card

(From another city of Japan) 学生証 Student ID card

パスポート Passport

通知カード Individual Notification Card

個人番号カード Individual Number Card(※）

年金手帳 Pension Book（※）

転居（北九州市内間の転居を含む） 国民健康保険証 Health Insurance Card

Moving within Kitakyushu-City or moving-out 在留カード Residence card

(Change of address in Kitakyushu city) 学生証 Student ID card

パスポート Passport

通知カード Individual Notification Card

個人番号カード Individual Number Card (※）

年金手帳 Pension Book（※）
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◆住民票とは / About Residence certificate (Juminhyo)

 住民であることの証明書
A certificatewhichprovesyour presentaddress

 区役所（出張所）で発行可能（1通 300円）
It can be issued at the Ward Office. (¥300 / sheet)

 住民登録当日は発行できないかもしれませんので注意してくだ
さい。（発行までに時間がかかります）
You might not be able to obtain it on the day of the resident
registration because it takes time to register your new address.
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住民登録 Resident Registration
在留管理制度/Residency Management System

【住所変更手続き/Change of Address】（14日以内/Within 14 days)

引越しで住所を変更した場合 ⇒ 区役所で住所変更手続き
When you move house

⇒ Register your new address at Ward Office
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在留管理制度/Residency Management System

【記載事項変更のときは?/

If your registration information has been changed…】

変更から14日以内に届出が必要。
You must notify it within 14 days after that was changed.

 氏名・生年月日・性別・国籍・地域等の変更届出
所属機関に関する届出/配偶者に関する届出 など
・Notification of a change of name, date of birth, gender or

nationality/region
・Notification of an affiliated organization
・Notification about one’s spouse

入国管理局にて手続 Apply to the Immigration Office

在留カード/Residence Card
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在留資格の変更 About Change of Status of Residence

日本での活動内容が変更し、在留資格を変更する場合は
入国管理局で在留資格の変更許可を申請しなければなりません

When you change the status of residence that is currently
authorized, you must apply for permission at the immigration office.

→特定活動ビザへの変更、就職に伴うビザの変更など
→Change of status of residence to Designated Activities
→Change of status of residence due to becoming employed

after graduation

◆卒業後に就職活動を続ける場合は、IPSスクエアを参照◆
If you wish to continue job hunting after graduation,
please visit IPS Square for more detail.
(IPS Square>>留学生 **日本語のみ）

在留管理制度/Residency Management System
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在留期間の更新 Extension of period of stay

【申請時期/When to apply 】

在留期間の満了する３か月前から在留期間満了日以前まで
Register at Immigration Office from 3 months before the last date
of period of stay to the last date of period of stay.

在留期限日の３ヶ月前
3 months before the last

date of your period of
stay

在留期限日
The last date of your

period of stay

在留期限日の２ヶ月後
2 months later the last date

of your period of stay

強制退去
Displaced from
Japan

在留継続可否の審査
審査終了まで出国不可
Judgment whether you
have an eligibility to live
in Japan. You cannot
leave Japan before
finishing this judgment.

在留期間更新手続可能期間
Available period of
extension of Period of Stay

在留管理制度/Residency Management System
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 常時携帯すること
Youhave tocarryyour residencecardwithyouall the time.

 入国審査官や警察官が提示を求めた際は、すぐに応じること
Whenthe immigrationofficeror thepoliceofficer requests toshowyour
residencecard,youhave to follow their instructions.

 他人の在留カードを使用したり、譲渡したりしないこと
Neveruseotherperson’s residencecard. /Nevergiveyours tootherperson.

在留管理制度/Residency Management System

在留カード/Residence Card

違反すると20万円以下の罰金
Violatorswill facea fineofup to200,000yen.

違反すると1年以下の懲役または20万円以下の罰金
Violatorswill faceup to1year inprisonora fineofup to200,000yen.

違反すると強制退去 Violatorswill bedeported.
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【みなし再入国許可とは？
What is Special Re-Entry Permit?】

出国から1年以内（または在留期限が1年以内に切れる場合

は在留期限まで）に再入国し、同じ活動を続ける場合は、「み
なし再入国許可」が適用されます。
If you re-enter into Japan within one year (or by the expiration
date of the status of residence) after you outbound from Japan
and continue the same activity in Japan, “Special re-entry permit”
is applied.

下記URLを参照してください For further information, please refer to the link below.

http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/current/templeavejapan.html

在留管理制度/Residency Management System

みなし再入国許可について Special Re-Entry Permit
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【申請方法/How to apply】 出国する時 / At Departure

再入国出国記録 Embarkation Card For Reentrant
Check these boxes on Embarkation Card for Re-entrant .

在留管理制度/Residency Management System
みなし再入国許可について Special Re-Entry Permit

Please check this box for
Special Re-entry Permission.

Please
check one
of the
intended
periods out
of Japan
without fail.
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【注意事項/Notice 】

申請時に必ず在留カードを提示。不携帯の場合、申請不可。
You are required to present your residence card when
you apply for this re-entry permit.

有効期限内に再入国しなければ、在留資格喪失。
If you fail to re-enter Japan within validity period of this
permit, you lose your resident status.

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で
延長することはできません
You cannot extend the period of Special re-entry permit
while abroad.

在留管理制度/Residency Management System

みなし再入国許可について Special Re-Entry Permit
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資格外活動許可 / About Work Permit for Part-time Jobs

在留資格が「留学」「文化活動」「家族滞在」の場合、日本で働くことは認めら
れていない。しかし、学費や生活費を補う必要があってアルバイトをする場合に
は、資格外活動許可を得ると、働くことが可能。
Those with “Student”, “Cultural Activities” or “Dependent” status of
residence, are not permitted to work.
Only those who need to supplement school and living expenses will
be able to obtain a work-permit, allowing them to work part-time.

在留管理制度/Residency Management System

許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制
Those who work without this permission will be subject
to punishment or deportation from Japan.
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資格外活動許可 / About Work Permit for Part-time Jobs

【『留学』ビザでアルバイトをしても良い場所
Legally Permitted place to work with Student Visa 】

コンビニエンスストア、スーパーマーケット、飲食店など

Convenience stores, Supermarkets, Restaurants, etc.

【『留学』ビザで働くと違法になる場所
Illegal place to work with Student Visa 】

スナック、ナイトクラブ、バー、パチンコ店のような風俗関連営業店
※上記のような場所での皿洗いや掃除も禁止

Adult Entertainment Services :
Host clubs, Night clubs, Bar, Pachinko parlor , etc.
Must never work as washer-up or cleaner at prohibited places.

在留管理制度/Residency Management System
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資格外活動許可 / About Work Permit for Part-time Jobs

【許可される活動時間数/Legally Permitted hours to work per week】

週２８時間以内 Up to 28 hours per week

※春季、夏季、冬季休暇中は１日８時間以内の範囲で可
ただし、週４０時間以内

※Students can work up to 8 hours a day during spring,
summer and winter vacations. ( Up to 40 hours per week)

※制限時間を超えた場合、本国送還、罰金、懲罰などの処分を受けます。

If you work beyond the permitted length of hours, you will be
subject to punishment or deportation from Japan.

在留管理制度/Residency Management System
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資格外活動許可 / About Work Permit for Part-time Jobs

【申請方法/How to apply 】 IPSスクエア参照/Check ISP Square

申請者本人が必要書類を入国管理局へ提出
Submit the required documents to the immigration
bureau by yourself.

【必要書類/Required documents 】

資格外活動申請書

Application For Permission To Engage InActivity Other Than That
Permitted Under The Status Of Residence Previously Granted

 在留カード Residence Card

 パスポート Passport

在留管理制度/Residency Management System
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資格外活動許可 / About Work Permit for Part-time Jobs

【注意事項/Notice 】

 TA, RAを行う場合は、資格外活動許可は不要
A work permit is not required for TA or RA

入国管理局への申請、受け取りは必ず本人が行なうこと。
You have to apply for it to immigration bureau in person.

（参考/Reference)

早稲田大学留学センター 在留資格/ビザに関して

CIE Waseda University, VISA/STATUS OF RESIDENCE

http://www.cie-waseda.jp/visastatus/en/index.html

在留管理制度/Residency Management System
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在留資格・期間管理 Management of residence status

【提出時期/When to submit】

 入学直後 Just after enrollment

 記載事項に変更が発生したとき

Every time your record has been
changed

【提出場所/Where to submit】

IPS 事務所 / IPS Office

締切日 ： 9月30日（月）
Deadline : 30th September (Mon.)

在留資格確認書類届出用紙
Visa Status Notification Form
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在留資格・期間管理 Management of residence status

在留資格確認書類届出用紙 / Visa Status Notification Form

【注意/Notice】
・最新の居住地の記載がある在留カードのコピーを提出してください。（区
役所で居住地の登録を行ってください）
Please submit a photocopy of your residence card on which your
current address in Japan was printed.
(You have to register your address at Ward Office before submitting.)

・在留カードの記載事項に変更が生じた場合は、その都度、在留資格確
認書類届出用紙をIPS事務室に提出してください。
Every time your registration record of residence card has been
changed, you have to submit a photocopy of your residence card
with visa status notification form.
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在留資格・期間管理 Management of residence status

【提出時期/When to submit】

離日するとき

Every time you leave Japan

【提出場所/Where to submit】

ＩＰＳ事務所
IPS Office

留学生国外異動届
Notification of Travelling Abroad
For International Students



マイナンバー制度について
Individual Number (My number) System

◆ マイナンバー制度について / About My number system
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≪通知カード/ Notification Card≫

個人番号が記載された紙の通知カードで、
住民票を有するすべての人に交付されま
す。身分証としては利用できません。
A notification card is a paper card
which notifies every resident of My
Number (the Individual Number).
This paper card is not available as
identification card.

≪マイナンバーカード/ My Number Card≫

マイナンバーカードは通知カードを受け取った後、
申請できます。顔写真付きのプラスチック製の
カードです。身分証にもなります。（申請が必要）
My Number Card will be issued to you when
you apply for one at your municipal office
after receiving your Individual Number
notification. This card includes a portrait
photo, and can act as identification papers.



マイナンバー制度について
Individual Number (My number) System
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 マイナンバーは、一人に一つだけの大切な番号です。

 社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要です。

 区役所で登録した日本の住所宛に簡易書留で通知カードが送付されます。

 紛失、盗難、損傷した場合は、市区町村の窓口で再発行してください。

 不正使用を防ぐため、他人に個人番号を教えないでください。

 My Number is very important number which is needed for social
security, tax, and disaster response administrative procedures.

 Notification card will be sent to your address which was registered to
ward office by simple registered mail.

 If your card have been lost, stolen or damaged, please apply for the
replacement card at ward office.

 You must not provide your Individual Number to others to prevent
unauthorized use of the card.



マイナンバー制度について
Individual Number (My number) System

◆ マイナンバー制度について

About My number system

http://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html

◆個人番号カードについて

About Individual Number Card

https://www.kojinbango-card.go.jp/en/index.html
26

【重要!】詳細については下記のホームページを確認してください。
【Important】 For more details, please visit the following web-sites.
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銀行口座の開設 Opening a Bank Account

【主な使用目的/Main Purpose of use 】

 学費支払い To pay tuition fee by Direct Debit

 奨学金の受給 To get scholarship

 早稲田大学学生健康増進互助会からの医療費補助受け取り

To receive healthcare benefits from Waseda University

 TAやRA勤務時のアルバイト代等の受け取り

To get TA/RA salary



【持参する物/What to bring to the bank】

 在留カード Residence Card

 パスポート Passport
 印鑑 Personal seal (Inkan)
 学生証 Student ID card
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銀行口座の開設 Opening a Bank Account

銀行口座の開設は住民登録が必要です。区役所での住民登録後に口座を開設してください。
(Resident Registration) You have to register your current Japanese address at
ward office before opening a bank account.



【注意/Notice】
・在留カードに日本国内の住所が記載されていること

・学生証に在留カードと同じ住所が記載されていること

・印鑑はゴム印・シャチハタは不可

・日本国内の電話番号は本人の携帯電話番号のみ可

・Your address in Japan must be printed on your residence card.

・The same address in Japan of your residence card must be

printed on your student ID card.

・Personal seal must NOT be rubber stamp or "Shachihata“.

・Phone number must be your mobile phone number.

(Your friend’s phone number is NOT accepted) 29

銀行口座の開設 Opening a Bank Account



【口座開設後に行うこと/
What to do after opening a bank account】

MY WASEDA に本人名義口座を登録
Register your bank account information on MY WASEDA.

登録がない場合、早稲田大学からの支払を受けとれません。
（例：奨学金、医療給付金、TA/RAの給料）

You cannot receive money from Waseda University without
registration of your bank account information.
(Ex: Scholarship, Healthcare Benefit, TA/RA salary) 30

銀行口座の開設 Opening a Bank Account
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【銀行口座情報の登録方法
/How to register your bank account information】

◆ 学生本人名義口座の登録手続画面について

（1）My WASEDAにアクセスして、各自のID・パスワードを用い My
WASEDAの個人画面にログインしてください。

（2）個人画面トップページの左側フレーム内に表示されるメニューで 個人
情報照会・変更－学生基本情報変更を選択してください。

◆ Register your bank account information through MY WASEDA.

(1) Log into the My WASEDA, and click “Change of the Basic
Information” in ‘My Profile’ listed in the menu on the left.

(2) Check your “Personal Account” information in the "Edit
Personal Information” page.

銀行口座の開設 Opening a Bank Account
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FAIS語学教育センター 日本語講座
FAIS Language Education Center : Japanese Language Course

FAIS日本語講座 FAIS Japanese Language Course
【受講料/Tuition】

日本語講座 ：8,000円（約4～5ヶ月間）
Japanese class ：￥8,000 （for 4～5 months)

【申込期間/Application period】
9月26日（木）～10月8日（火） FAIS受付時間：9：00～12：00 13：00～16：00

26th September 2019 (Thu) - 8th October 2019 (Tue)

Opening Hours @ FAIS: 9:00am-12:00pm 1:00pm-4:00pm

日本語講座申込書/ダウンロード ・ Application Form / Download

(日本語/Japanese) IPSスクエア

https://www.waseda.jp/fsci/gips/other/2019/09/12/10365/

(英語/English) IPS Square

https://www.waseda.jp/fsci/gips/other-en/2019/09/12/13405/
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FAIS語学教育センター 日本語講座
FAIS Language Education Center : Japanese Language Course

【クラス分けテスト/ Placement Test】
クラス分けテストを受けない場合は、日本語講座を受講できません

You cannot take this course without the placement test.

◆ クラス分けテストの日程 / Placement Test Day◆

(日にち/ Date) 2019年9月25日（水）/ 25th September 2019 (Wed)

(時間/Time) 12:00～ 13:00 / 12:00PM ～ 1:00PM
※最終受付時間： 12：50 ※Last entry : 12:50PM

(場所/ Place) IPS Lecture Room S101

(持参物/What to bring) ・申込書 Application Form
・学生証 Student ID card
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【申込方法/How to apply】

FAIS語学教育センター 日本語講座
FAIS Language Education Center : Japanese Language Course

日にち Date 場所 Place 手続 Procedures ◆必要なもの What to bring

9月25日
Sep.25

Wed

クラス分け
テスト

Placement
Test

Room
S101
@IPS

受験時間： 12:10 ～ 13：00
(受付終了：12：50)
Time：12:00PM - 1:00PM
(Last entry: 12:50PM)

・学生証 Student ID card
・申込書 Application form

9月26日
Sep. 26

to
10月8日
Oct. 8

Thu
|

Tue

申込受付期間
Application

Period
(9/26-10/8)

@IPS
①IPS事務室で在学確認印をもらう
Get confirmation seal at IPS Office

@
FAIS

②FAIS事務室で申込書を提出し、授業
料を支払う（8000円）
Submit application form and pay
course fee at FAIS Office (8,000JPY)

・学生証 Student ID card
・申込書 Application form
・受講料 Course Fee (8,000JPY)

10月10日
Oct. 10

Thu
授業開始

Classes Start
@IPS

クラス分けの結果について：
10月10日(木)17時45分から早稲田大学講義室１階の廊下で発表
Japanese teachers will divide classes depending on the result of the test.
The class which you can take will be announced in the hallway outside the
classroom of IPS (1st floor) at 5:45pm on 15th April 2019.



【重要！/IMPORTANT】

①日本語講座の授業料はIPSが補助金を出しています。(12,000円）
出席率が７０％以下の場合、その補助金分を返金してもらいます。

Partialcoursefee isofferedbyIPS. Ifyourattendanceratedoesn’treach70%,
youhavetopaytheadditionaltuitionfee aspenalty. (12,000JPY)

②授業開始の時間を確認してください。
もし、あなたが大学で月曜日と木曜日の6時限目の授業を選択した場合、
同じ時間帯に２つの授業を受けることはできないので、
この日本語講座の申込みはできません。
Check the class schedule of IPS, Waseda University.
If you take the class which will be held in the 6th period in IPS on Monday
or Thursday, you cannot apply for Japanese language course because
you cannot take two classes at the same time.

※やむを得ず講義を欠席する場合は、事前に必ず講師に
届け出ること。(無断欠席はしないこと！）

※When you will be absent from the class, please be sure to contact your
instructor beforehand. ( Do NOT be absent without notice! ) 35

FAIS語学教育センター 日本語講座
FAIS Language Education Center : Japanese Language Course
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早稲田大学大学院情報生産システム研究科
Waseda University,
Graduate School of Information, Production
and Systems

This is all for International Student
Orientation.
Enjoy your school life !

留学生オリエンテーションは終了です。
お疲れ様でした。
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番号 FU1234567RD

HUANG HU

男M 中国

福岡県北九州市若松区ひびきの○-△-□

2年3月（2020年12月20日）

2020年12月20日まで有効

①For Residence Card Holders（在留カードを持っている場合）

若松区ひびきの○-△-□

HUANG HU

HUANG HU

オウ コ

HUANG HU
オウ コ

1990 10 21 主

30 9 26

30 9 20

080 1234 5678





中国 留学 FU1234567RD

2年3月 2020 12 20

オウ コ

Date of submission

Date of start in residence in
the city of Kitakyushu

Write your name as it
appears on your passport.

Your address in the city of
Kitakyushu and your name

生年月日－Date of birth
性別－Gender
男－Men 女－Women
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②For Landing Permission Holders （在留カード 後日送付の場合）

若松区ひびきの○-△-□

HUANG HU

HUANG HU

オウ コ

HUANG HU
オウ コ

1990 10 21 主

30 9 26

30 9 20

080 1234 5678





中国 留学 FU1234567RD

2年3月 2020 12 20

FU1234567RD
オウ コ

Date of submission

Date of start in residence in
the city of Kitakyushu

Write your name as it
appears on your passport.

Your address in the city of
Kitakyushu and your name

生年月日－Date of birth
性別－Gender
男－Men 女－Women



ビザについて/About VISA

 IPSスクエアを参照 / Visit IPS Square

IPSスクエア > 留学生

（日本語）在留資格、VISA

https://www.waseda.jp/fsci/gips/other/2018/08/30/9641/

IPS Square > International Student

（英語/English） VISA, Status of Residence

https://www.waseda.jp/fsci/gips/other-en/2018/08/30/12249/
39

Important
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