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トビタテ！留学 JAPAN 渡航前オリエンテーション 

 

1. 銀行口座の登録 

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/applying-loans/application/info-kouza/ 

2. 安全管理 

・危機管理対策のため、本学指定の海外旅行保険への加入が必須となります。契約期間は

留学機関在籍期間のみでなく、往復渡航日も含めた期間で申し込んでください。申込後

保険加入書が届きますので、そちらのスキャン/画像データを留学センターへメール添付

の上送付ください。 

・箇所間協定の交換留学および私費留学の場合は、所属学部での申込みとなります。 

 https://waseda.box.com/v/hoken 

・留学センターのプログラム（EX、CS等）で留学する場合は、別途留学センターより連絡

がありますので、その指示に従ってください。 

・本学の規定により、外務省が定める海外安全ホームページ

（http://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html）にて、レベル 2に設定されている国・

地域へ渡航する場合には所属学部およびその他機関（この場合、留学センター）双方に

よる渡航の必要性、妥当性の承認が必要です。また、レベル 3以上の国・地域への渡航

はいかなる理由でも禁止となっています。 

・万が一の為に、現地で使用できる電話番号を留学センター宛にご連絡ください。 

 現地で携帯電話を所持しない場合等は、ピクセルワイヤレスの携帯電話をご利用くださ

い。https://www.waseda.jp/flas/hss/assets/uploads/2017/02/piccellwireless.pdf 

 

3. 事前研修・渡航 

・研修は全日程参加必須です。不参加となった場合は、採用取り消しとなります。体調不

良における突発的な研修当日の遅刻、早退、欠席に関しては診断書の提出が必須です。

診断書の提出が出来ない場合は採用取り消しとなりますので、そのような状態になった

場合は必ず診断書を発行してもらってください。（体調が快復した後に医療機関を受診し

ても、診断書は発行されない場合がありますのでご注意ください。）また、留学センター

への連絡も忘れずに行ってください。 

・研修の日程変更は原則出来かねますので、ご留意ください。 

・渡航は事前研修後および留学開始日 1か月前以降で設定してください。 

 

https://www.waseda.jp/inst/scholarship/applying-loans/application/info-kouza/
https://waseda.box.com/v/hoken
http://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html
https://www.waseda.jp/flas/hss/assets/uploads/2017/02/piccellwireless.pdf
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4. 受入許可証の提出 

・受入機関・受入期間確認のため、受入許可証の提出をお願いします。 

 受入機関が大学等の場合には、大学発行の受入許可証（I-20や F1ビザの書類は除く）と

HP上に記載されているアカデミックカレンダーの URLをご連絡ください。また、その

場合の受入期間は授業開始日～試験終了日となり、学期間の休暇は受入期間として見な

されます。 

 実践活動先等その他機関に受入許可証の発行を依頼する際は、学内様式を使用もしくは

氏名・受入機関名・受入期間・活動内容が明記されており、責任者の署名およびレター

ヘッドもしくはスタンプのある書類を送付ください。 

 

5. 毎月の奨学金：月次在籍証明書（在籍確認）の提出 

・毎月の奨学金は、適正な留学計画の実行に基づいて支給されます。在籍確認（様式 B-2）

に学修・研修内容を具体的に示し、留学計画を遂行していることを明記ください。 

・学修・研修内容の記載は手書き・PC作成のどちらでも可能ですが、記載後の毎月 1～10

日の間で受け入れ機関の教職員もしくは担当者に直筆で署名をもらってください。その

用紙のスキャン/画像データをメール添付で毎月 10日（日本時間）までに留学センターに

提出してください。 

・送金は原則として当月中です。但し、毎年 4月、8月および 1月分の奨学金は事務手続き

の関係上、翌月送金となる可能性があります。 

・事前の断りなく提出が遅れた場合、その月の奨学金は支給されません。やむを得ない理

由により当該月中に在籍確認を提出できない場合は、事前に理由書（様式自由・トビタ

テ事務局宛）をご提出ください。第三者から見て客観的に致し方ない理由であると考慮

される場合のみ送金手配を行うことが可能です。但し、在籍確認の提出時期によっては

当月中の送金ができなくなる可能性があります。 

・在籍確認の内容不備により再提出が必要になった場合、最終版の受領をもって送金手配

を行います。データの添付忘れ、画像が荒く文章が判別できない等の不備がある場合も

同様です。また、最終版の受領時期によっては当月中の送金ができなくなる可能性があ

ります。 

・初月のみ、提出締切を留学開始日から 10日以内とします。但し、在籍確認の提出時期に

よっては当月中の送金ができなくなる可能性があります。 

・奨学金支給対象外の月でも、留学期間中は毎月在籍確認の提出が必要です。 

・在籍確認の原本は帰国後提出必須ですので、忘れずにお持ち帰りください。 

6. その他の奨学金の支給 



2018年 8月 

留学センター 

3 

 

【留学準備金】 
・渡航日・渡航ルートの確認のために往路搭乗券の半券のスキャン/画像データをメール添

付で留学センターに提出してください。半券の内容、および海外旅行保険加入書、電話

番号の送付が確認出来次第送金手配を行います。送金には 1か月程要します。 

・原本も提出必須ですので、忘れずにお持ち帰りください。 

・渡航先までの行程は、直行便に限らず、宿泊を伴う経由地含むルートも可能です。 

但し、陸路での移動時も、乗車券等の提出が求められる場合がありますので併せて提出

ください。 

 

【授業料補助】 

・受入機関からの「請求書」および「領収書」が発行されましたら、履修予定科目名の一

覧およびそのシラバスと併せて日本語訳を記載の上留学センターに提出してください。 

英語で記載されている文書に関しても、日本語訳を記載ください。 

留学センターの CSプログラムに関しては、留学先大学より保証人宛に請求書が郵送され

ますので、送金完了次第留学センターまでご連絡いただければ請求書・領収書の提出は

不要です。 

確認後申請を行い、事務局の承認後、送金手配を行います。送金には 3か月程要します。 

 

7. 変更申請 

【変更申請が必要になるケース】 

・応募時の計画書から、受入期間（活動開始日・活動終了日）が変更になる場合 

 ここでいう開始日・終了日とは、受入許可証の日付に準じます。なお受入機関が大学等

の場合には、アカデミックカレンダーに記載されている授業開始日～試験終了日となり、

学期間の休暇は受入期間として見なされます。 

・受入機関が未定⇒決定、または第一希望より変更になる場合 

留学計画書に記載していなかった、もしくは第一希望として記載していなかった受入機

関への留学が決定した場合も含みます。 

・面接等で言及していた変更内容であっても、留学計画書に明記されていなければ変更申

請が必要です。 

 

【変更申請時の必要書類】 

・計画変更申請書（様式 J） 

・受入許可証（様式参照） 

・受入先機関が変更になる場合、変更後の機関の概要が分かる資料（事業内容、所在地、

従業員数、設立、URLが分かる資料で、HPの抜粋もしくは自作資料も可。A4・1～2枚） 
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【変更申請時の注意】 

・変更申請の必要性についてはご自身で判断せず、必ず留学センターへご相談ください。 

・変更申請を提出する場合は、すべて再審査となります。再審査の結果、支給済みの奨学

金でも返納が発生したり、採用自体が取り消されたりする場合もありますので、応募時

の留学計画の目的や内容は必ず維持してください。 

・変更申請の際に提出していただく書類は、内容の修正が必要な場合もありますので、遅

くとも変更が発生する 2か月半前までには留学センターにすべての書類を提出してくだ

さい。 

・変更申請の提出が事後になった場合、採用申請の取り消し、更にそれに伴う既に受給済

みの奨学金等を含む全額の返納の可能性があります。 

事後提出になる可能性がある場合には、その事前承諾を事務局に得る必要がありますの

で、変更が発生する日、もしくは計画書記載の活動開始日の 1か月前までに変更申請の

内容および提出が事後になる（なった）理由・経緯を「簡潔に」、「具体的に」、「客観的

に（裏付けをもって）」記述し、留学センターまでメールで送付ください。 

・留学計画内容を変更している月の奨学金は、事務局の承認後の支給となります。 

但し、申請中で奨学金の支給がない月でも、毎月の在籍確認は提出が必要です。 

・承認後は、過去の奨学金は一括にて最短の送金日に送金します。帰国後、事後研修参加

後に承認が下りる場合もありますが、その場合も同様に過去の奨学金は一括で支払われ

ます。 

 

8. 帰国 

・留学終了日から 1か月以内にご帰国ください。 

ここでいう帰国日とは、現地出発日ではなく日本到着日です。また、留学終了日とは、

変更申請を行い承認された場合は変更申請後の留学終了日になります。 

・帰国日・帰国ルートの確認のために復路搭乗券の原本を忘れずにお持ち帰りください。 

・渡航先からの行程は、直行便に限らず、宿泊を伴う経由地含むルートでも可能です。 

但し、陸路での移動時も、乗車券等の提出が求められる場合があります。忘れずにお持

ち帰りください。 

・帰国後は 1か月以内に在籍確認の原本、往復搭乗券の原本を提出ください。 

 

9. 事後研修 

・事後研修は留学終了日から 1年以内の参加が必須となります。対象者には日程が確定次

第、希望日程調査をお送りします。研修の日程変更は原則出来かねますので、必ず出席
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できる日程を希望するようにしてください。 

・研修は全日程参加必須です。不参加となった場合は、採用取り消しとなります。体調不

良における突発的な研修当日の遅刻、早退、欠席に関しては診断書の提出が必須です。

診断書の提出が出来ない場合は採用取り消しとなりますので、そのような状態になった

場合は必ず診断書を発行してもらってください。（体調が快復した後に医療機関を受診し

ても、診断書は発行されない場合がありますのでご注意ください。）また、留学センター

への連絡も忘れずに行ってください。なお、採用取り消しとなった場合には既に受給し

ている奨学金等も全額返納となります。 

・帰国から卒業までの間に事後研修の実施がない場合は、事前に卒業後の進学・就職先お

よびMy Waseda以外のアドレス・携帯電話番号を別途ご連絡ください。 

 

10. 受領確認簿の確認と署名、留学状況報告書の提出 

・事後研修参加もしくは全奨学金送金後、受領確認簿を留学センターが作成します。 

支給した奨学金の内容・総額等をご確認いただき、署名をいただく必要がございますの

で、事後研修後および全奨学金受領後留学センターへお越しください。 

・留学状況報告書（様式M）は事後研修後 2週間以内までに excelのまま留学センターにご

提出ください。 

 

～お願い～ 

・トビタテに関するメールは、tobitate@list.waseda.jp まで送付ください。 

・本文中に氏名（フルネーム・漢字）を明記ください。 

・書類を添付する際は、本文中への挿入ではなく、メールへの添付にて送付ください。 

・返信する際は、これまでの文面を全て残して（引用返信）送付ください。 

・hotmailや outlookmailは送受信ができないことが多いので、それ以外のメールアドレス

を使用してください。 

・郵送の際は必ず追跡できる郵送方法を使用してください。書類の紛失等があった場合で

も留学センターで責任を取ることは出来かねます。 

 

＜連絡先＞ 

169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14 22号館 4F留学センター 

tobitate@list.waseda.jp 

Tel: +81-3-32036427（日本時間・平日 9時～17時） 担当：深村 

～まとめ～ 様式：https://waseda.box.com/v/tobitate-youshiki 

mailto:tobitate@list.waseda.jp
mailto:tobitate@list.waseda.jp
https://waseda.box.com/v/tobitate-youshiki
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 提出書類 タイミング 提出方法 用途・目的 

 
口座情報 

渡航前まで 

My 

WASEDA 
奨学金支給のため 

 保険加入書 メール添付 保険加入確認のため 

 
携帯電話番号 

メール本文

中に明記 
携帯電話番号確認のため 

 

受入許可証 発行され次第 メール添付 

受入機関・受入期間確認のため、

および 

留学計画変更の再審査のため 

 受入先が大学等の場合、 

アカデミックカレンダーの

URL 

渡航前まで 
メール本文

中に明記 
受入期間確認のため 

 変更申請書 

（様式 J） 

変更が生じる 

2か月半前まで 
メール添付 

留学を確定させるための申請 

に関する再審査のため 

 事前研修参加 

 搭乗券半券（往路） 渡航後すぐ メール添付 留学準備金の支給のため 

 月次在籍証明書 

（在籍確認 

様式 B-2） 

日本時間 

毎月 10日 
メール添付 

在籍確認、学修・研修内容の確認

および毎月の奨学金支給のため 

 授業料等 

請求書・領収書 
発行され次第 メール添付 授業料補助の支給のため 

 変更申請書 

（様式 J） 

変更が生じる 

2か月半前まで 
メール添付 

留学中に発生した変更を反映する

ための申請に関する再審査のため 

 月次在籍証明書 

（在籍確認 

様式 B-2）（原本） 
帰国後 

来室もしく

は郵送 

在籍確認、学修・研修内容の確認

のため 

 搭乗券半券 

（往復・原本） 
留学準備金の支給のため 

 受領確認簿へ署名 来室 奨学金受領確認のため 

 事後研修参加 

 留学状況報告書 

（様式M） 

事後研修後 

2週間以内 
メール添付 

留学についての 

最終報告のため 

 


