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Center for International Education 

必要な手続きのチェックリスト 

 

「20 Spring Online Orientation」の関連スライドをご参照ください。 

学外編 

Step 1～空港にて～ 

①  
在留カードを空港で受け取りましたか？【必須】参照スライド：3 

※もし受け取っていない場合は、各自で手続きを行ってください。 
□ 

②  
資格外活動許可申請は行いましたか？【アルバイトを希望している場合のみ】参照スライド：15 

※空港で手続きを行わなかった場合は品川にある入国管理局でも手続き可能です。 
□ 

 

Step 2～区または市役所で～ 

①  

住民登録は済ませましたか？【必須】参照スライド：4 

持ち物：在留カード、パスポート 

期限：入国より 14 日以内 

□ 

②  

国民健康保険の加入手続きは済ませましたか？【必須】参照スライド：6 

持ち物：在留カード、パスポート、入学許可書または学生証 

期限：入国より 14 日以内 

□ 

③  住民票を取得しましたか？【所属学部・大学院より提出が求められている場合のみ】 □ 

④  

マイナンバー通知カードを受け取りましたか？【必須】参照スライド：7 

お住まいの区または市役所より、住民登録から約 1 か月後マイナンバー通知カードが届きます。

必ず受け取りましょう。 

□ 

学内編 

①  
所属する学部または大学院で学生証を受け取りましたか？【必須】 

※詳細は学部または大学院にご確認ください。 
□ 

②  在留資格届出用紙を学部または大学院事務所へ提出しましたか？【必須】参照スライド：5 □ 
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その他（該当者のみ） 

①  

銀行口座の開設はしましたか？ 

※銀行口座開設するためには Step2-① 区役所での住民登録を済ませる必要があります。 

※銀行口座開設するには印鑑が必要です。 

□ 

② 住居に関する諸手続きについて、必要手続きを各自で確認しましょう。 □ 

 

上記以外に、ご不明点などございましたら留学センターに問い合わせてください。 

 

オフィス：22 号館 1 階 Waseda Global Gate 

開室時間：月～金 9:00～17:00 （～4/20 月・水・金 10:00~16:00） 

Email: ex-in-cie@list.waseda.jp  
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Checklist of things to do after arrival 

Please also refer to the slides on “20 Spring Online Orientation.” 

 

Off Campus 

Step 1～At the Airport～ 

① 
Did you receive your residence card at the airport?【Compulsory】Slide：3 

※If you did not receive your residence card, please inform us immediately.  
□ 

② 

Did you apply for your “work permit”? 【Only for those who wish to work part time】 

Slide：15 

※If you did not apply at the airport, you can apply at the Immigration Bureau in Shinagawa. 

□ 

 

Step 2～At the City Office～ 

① 

Have you registered your address at the City office?【Compulsory】Slide：4 

Things to take: Residence card, passport 

Deadline：Within 14 days after arrival 

□ 

②  

Have you enrolled in the National Health Insurance?【Compulsory】Slide：6 

Things to take：Residence card, passport, Certificate of Admission or Waseda Student ID card 

Deadline：Within 14 days after arrival 

□ 

③ 
Did you get your Certificate of Residence issued?【Only if required by your School/Graduate 

School office】 
□ 

③  

Have you received your “My Number” notification card?【Compulsory】Slide：7 

This will be posted to you around one month after you complete registering your address at 

the city office. Please make sure you keep this.  

□ 

 

On Campus 

① 
Did you collect your student ID card at your School/Graduate School’s？【Compulsory】 

※Further details will be informed to you from your School/Graduate School. 
□ 

③  
Did you submit the “Status of Residence Notification Form” to your School/Graduate School 

office?【Compulsory】Slide：5 
□ 
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Others (If applicable) 

① 

Have you opened a bank account in Japan? Slide：8 

※You need to have completed your address registration mentioned in Step 2-① to open a 

bank account. 

※You need to create your stamp seal to open a bank account.  

□ 

② Please check necessary procedures concerning your accommodation.  □ 

 

If you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact us. 

 

Office: Waseda Global Gate, 1st floor of building 22 

Office Hours: Mon-Fri, 9:00am-5:00pm (till April 20: Mon, Wed and Fri, 10:00am – 4:00pm) 

Email: ex-in-cie@list.waseda.jp  
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