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第４章 留学生への情報 
◎留学生は、「第３章 Ⅱ．市役所等での手続」のほか、在留期間の更新など本章に記載の手続について、

遺漏のないように行ってください。 

４－１.  査証、在留資格、在留カード                         
 日本の出入国管理は「出入国管理および難民認定法」を基本とする関係法令により、各種の手続きが行

われています。決められた手続きについて期日以内に届出しないと罰金などによる処分が科されることが

あります。適正に日本に在留するための必要な情報は、自分で責任を持って収集し、時間に余裕をもって

準備してください。 

（1）査証とは

 日本に上陸しようとする外国人は、原則として有効な旅券

（パスポート）を所持していることのほかに、所持する旅券

に日本大使館または総領事館等で査証（ビザ）を取得してい

なければなりません。 

 査証は、その外国人の所持する旅券が有効なものであるこ

とを「確認」するとともに、当該外国人の日本への入国及び

在留が査証に記載されている条件の下において適当であると

の「推薦」の性質を持っています。 

 その上で、日本への入国に際しては、入国審査官による審査を受け、「在留資格」・「在留期間」を決定

され、旅券に証印を受けてはじめて入国できます。 

（2）在留資格とは 

 入管法は、在留資格を基本として、外国人の入国・在留の管理

を行う仕組みを採用しています。在留資格は、外国人が日本に在

留して一定の活動を行うことができる法的地位で、在留資格の種

類は、その外国人が日本で行う活動の内容に応じて入管法で定め

られています。  

 在留資格は旅券の「上陸許可証印」シールに表記されます。有

効期限に関わらず、許可された活動に従事しなくなった場合は失

効となります。 

（3）在留カードとは 

 在留カードは、90日を超える中長期在留者に対し、上陸許

可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留

にかかる許可に伴って法務大臣から交付されるものです。成

田空港、羽田空港、中部空港、関西空港などから入国する場

合、旅券に上陸許可の証印をするとともに、在留カードが交

付されます。小松空港では交付されず、住民登録から約10日

後に郵送されます。 

 在留カードには偽造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一

部が記録されます。16歳以上の人は、法令により、在留カードを常に携帯しなければなりません。携帯し

なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。 

● 在留カード記載情報の変更 

 住居地以外で在留カードに記載された情報に変更があったときは、14日以内に、出入国在留管理局に届

け出てください。 

Chapter 4 Information for International Student
International students should take every procedure stated in “Chapter 3 Ⅱ. Residence and Registration 
Procedures” and this chapter such as Extension of Period of Stay with no omission.

4-1.  VISA, Status of Residence and Residence Card
Various procedures for immigration control in Japan are taken based on the Immigration Control and Refugee 

Recognition Act (hereinafter referred to as the "Immigration Control Act") and other related laws and regulations. 
International students are required to go through due formalities within a specified period. Failure to comply could 
result in penalties. You are responsible for keeping your status updated. 

(1) VISA 
A visa is a necessary requirement with the valid passport for 

foreign nationals wishing to enter Japan and they can obtain it at the 
Japanese Embassy or Consulate before coming to Japan. 

A visa is an affirmation that shows that the person has a valid
passport and is allowed to enter and stay in Japan.  

When entering Japan, immigration officers examine foreign 
nationals to determine the status of residence and duration of 
residence, which are stamped on the passport. It is only after these 
procedures that foreign people can enter Japan.

(2) Status of Residence 
As a basic mechanism of control on landing and residence, the 

Immigration Control Act adopts the system of status of residence.  
Foreign nationals residing in Japan shall reside subject to the status of 

residence determined upon landing at a port of entry. Types of status of 
residence are regulated by the Immigration Control Act according to the 
nature of activity that foreign nationals engage in while in Japan. Status of 
residence is printed in the "Landing Permission" seal on the passport. 
Regardless of the expiry date, status of residence becomes invalid as 
soon as the person concerned no longer works on the designated activity. 

(3) Residence Card 
The Ministry of Justice in Japan issues this for foreign nationals 

who are on mid to long-term residence with permission for residence 
granted when landing, or when applying for change in status of 
residence or renewal of residency. When you enter Japan via Narita, 
Haneda, Chubu (Nagoya) and Kansai (Osaka) airports, besides 
having a seal of landing verification stamped in your passports, you 
receive a residence card. When you enter Japan via Komatsu airport, 
a residence card is sent to the registered address about 10 days 
after resident registration because residence cards are not issued at 
Komatsu airport. 

In order to prevent forgery, it has an embedded IC chip that contains all or part of the information stated on the 
card. Foreign nationals who are older than 16 years old must carry their Residence Card at all times. Anyone who 
fails to carry it may be punished with imprisonment or a fine of not more than 200,000 yen. 

●Changes in registered information 
Any changes other than the address must be reported at the immigration bureau within 14 days of the day you 

changed. 
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● 在留カード再交付 

 在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損等があった場合は、その事実を知った日（海外で知ったと

きは再入国の日）から14日以内に、出入国在留管理局に再交付を申請してください。 

住所変更、紛失による再発行、漢字氏名追加による再発行など、情報が更新された在留カードを受け取

ったら、速やかに留学生係（ryugaku@ml.jaist.ac.jp）へ両面コピーをメール添付にて提出してください。 

● 本学における在留カードの取扱い 

 留学生から在留カードの写し（両面）を提出してもらうことで本学が取得する、在留カードに記載され

ているすべての情報は、次の業務でのみ利用し、これらの目的以外には利用いたしません。 

 ・在留資格の管理に関わる業務  

 ・学籍管理、修学指導に関わる業務  

 ・奨学金申請等の修学支援に関わる業務  

 ・TA、RA、LA等の雇用に関わる業務  

 ・外国人留学生データ等の統計処理業務  

 ・その他、本学の教育・研究、管理・運営上必要な業務 

※本学では、「国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学個人情報管理規則」等を制定し、本学が保有

する個人情報の適正な管理と保護に努めています。 

４－２．  在留期間の更新                               
 在留期間を超えて、引き続き日本での在留を希望する場合は、在留期間の更新許可申請が必要です。申

請は、在留カードに記載されている在留期間の満了日の3ヶ月前から可能です。満了日を過ぎると不法滞

在になりますので、満了日までに自己責任で必ず出入国在留管理局で申請を行ってください。 

 申請には、大学が作成し、学長印が押印された「所属機関等作成用」申請書が必要です。 

手続きの流れ 

準備：出入国在留管理局への申請書類の確認 

      ↓ 

STEP1：留学生係へ「在留期間更新許可申請書（所属機関等作成用 2ページ）」の作成を依頼するため、発

行願様式をメール添付にて提出 

※学内情報のページから様式ダウンロード 

JAISTホームページ ＞ 学内情報（学内専用） →留学生への情報 →在留期間の更新について 

※発行願受付締切：毎週月曜日 申請書発行日：締切日以降の最初の金曜日 

※在留カードの両面コピーと成績通知書をあわせて提出すること 

      ↓ 

留学生係で「在留期間更新許可申請書（所属機関等作成用 2ページ）」を受け取る 

      ↓ 

STEP2：出入国在留管理局へ申請書類を提出する 

      ↓ 

出入国在留管理局における審査（2週間～2ヶ月かかります） 

      ↓ 

出入国在留管理局から審査結果のハガキが届く 

      ↓ 

出入国在留管理局へ審査結果を受け取りに行く 

      ↓ 

STEP3：留学生係へ新しい在留カードの両面コピーをメール添付にて提出する 

※受けとったら速やかに提出すること 

  

●Re-issuance of a residence card 
In case your residence card was lost, stolen, defaced or severely damaged, you must apply for reissuance 

within 14 days of the day when you noticed it (or the day when you re-enter Japan in case you noticed it outside 
Japan) at the immigration bureau. 

You are required to submit a copy of both sides of your updated residence card via email to the International 
Student Section (ryugaku@ml.jaist.ac.jp) immediately when you received it. 

●Handling of Residence Card  
All of the international students in JAIST are required to submit a copy of both sides of their residence card to 

the International Student Section. All the residence card information collected through this process will be used for 
the following purposes and will not be used for any purpose not stated below.  

・Administration of status of residence  
・Registration and advising  
・Support for students such as in application for scholarship  
・Employment of TA, RA, LA, etc.  
・Data analysis  
・Other administrative tasks  

  *JAIST has established regulations for personal information management that control and protect personal 
data properly. 

4-2. Extension of Period of Stay
When you plan to stay in Japan longer than the current resident period, you may apply to extend your period of 

stay. You can apply from three months before the day of expiration.  
It is illegal to stay in Japan with an expired residence card. In this case, you are forced to leave Japan under the 

"departure order system" or via "deportation" from Japan. If you leave Japan via "deportation", you are not allowed 
to reenter for 5 years.  

Please be sure to apply at the Immigration Services Bureau before the date of expiration.  
You will need to receive an application form (For Organization, part1 and 2) with an official seal, which is issued 

by JAIST (International Student Section "ISS"). 

Flow of procedure 
Check the necessary documents for application to the Immigration office 
         ↓

STEP1：Ask the ISS by email to issue an "Application form (For Organization, part 1 and 2)" 
*JAIST website > Internal Use Only > Important Information for International Students → Extension of 
Period of Stay 
*Submission deadline: Every Monday 
*Day of issue: You will receive the form on subsequent Friday if you ask the ISS to issue it by Monday.  
*Attach a copy of both sides of your Residence Card and an Academic Record. 

         ↓

Receive an "Application form (For Organization, part 1 and 2)" at the ISS 
         ↓

STEP2：Submit the application documents to the Immigration office  
         ↓

Inspection at the Immigration office   *It will take about 2 weeks to 2 months to complete it. 
         ↓

A postcard with inspection result will reach you 
         ↓

Go to the Immigration office to receive the result 
         ↓

STEP3：Submit a copy of both sides of new Residence Card via email to the ISS immediately when you receive it  
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出入国在留管理局への申請書類 

① 在留期間更新許可申請書（申請人等作成用 3ページ）

  ※様式は学内情報のページからダウンロード可能 

   JAISTホームページ＞学内情報（学内専用） → 留学生への情報 → 在留期間の更新について 

  ※黒のペンで記入すること。鉛筆や消せるペンは不可。両面印刷は不可。 

② 在留期間更新許可申請書（所属機関等作成用 2ページ）

  ※留学生係が作成します。 

③ 写真

  ※縦4cm×横3cm 

  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 

  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 

④ パスポート、在留カード、学生証

⑤ 在学証明書

  ※Mαプログラム学生：プログラム決定後の標準修業年限が記載された在学証明書 

   （発行は教育支援課教務係に直接申請すること） 

⑥ 成績証明書

  ※新入生：JAISTの成績証明書と直前に在籍していた大学や日本語学校等の成績証明書 

  ※学内進学者：JAISTの博士後期課程と博士前期課程の成績証明書 

  ※非正規生：研究生期間が記載された在籍証明書と研究内容証明書 

  ※過去に非正規生だった者：JAISTの成績証明書と研究生期間の在籍証明書と研究内容証明書 

  ※留年生：JAISTの成績証明書と留年理由書 

  ※休学後に復学した者：JAISTの成績証明書と休学許可書のコピー 

⑦ 経費支弁に関する書類

  A.申請人が学費・生活費を支弁する場合 

   例）奨学金受給証明書、申請人名義の預金通帳のコピーもしくは預金残高証明書、アルバイトの給

与明細や源泉徴収票のコピー 

  B.本国からの送金により学費・生活費を支弁する場合 

   例）送金証明書、送金事実が記載されている申請人名義の預金通帳のコピー、送金者名義の預金残

高証明書 

  C.申請人以外の日本に居住する者が経費を支弁する場合 

   例）送金証明書、経費支弁者の課税証明書・源泉徴収票・預金残高証明書のコピー 

⑧ 4000円分の収入印紙

  ※出入国在留管理局のあるビル内の売店でも購入可能 

【注意事項】 

 ➢提出書類は日本語または英語で作成してください。 

 ➢審査過程でさらに追加書類が求められる場合があります。 

 ➢新しい在留カードを受け取ったら、必ず速やかに留学生係へ両面コピーをメール添付にて提出してく

ださい。 

４－３．  一時出国、再入国、帰国                          
 留学生が一時出国して帰国したり、第 3 国へ行くとき、帰国するときには、次の手続きをしてください。 

（1）一時出国届 

 指導教員に報告し、許可を得てから、一時出国届（ハンドブックの最終ページに掲載）をメール添付に

て留学生係へ提出してください。 

  

Necessary documents for application to the Immigration office 
① Application form (For applicant, part 1, 2 and 3) 

※This form can be downloaded from the JAIST website. 
JAIST website> Internal Use Only > Important Information for International Students → Extension of Period of 
Stay 
*Use black ink when filling out. Pencil or Erasable ink should not be used. Double-sided printout is not 
acceptable. 

② Application form (For organization, part 1 and 2) 
*International Student Section makes it. 

③ A photo 
*4 cm long X 3 cm wide 
*The photo should be taken within 3 months of application, full-face view directly facing a camera, no hat, clear 
and without any background images. 
*The photo should have the applicant's name on the back and be stuck to the designated part of the 
application form. 

④ Passport, Residence Card and Student ID  
⑤ Certificate of Enrollment 

*Mα program students : A certificate of the enrollment which is described the standard study period after 
program decision. (Request in person at Educational Service Section, Educational Affairs Department.) 

⑥ Transcript 
*New students: 

A transcript of JAIST and a transcript of the university or Japanese language school that you registered in 
Japan before entering JAIST. 

*Doctoral students who entered via internal entrance exam: 
Transcripts of master's and doctoral program of JAIST 

*Non-degree seeking students:  
A certificate of the enrollment and a certificate of the research contents 

*Students who have a period of non-degree seeking student in the academic background in Japan:  
A transcript of JAIST, a certificate of the enrollment of non-degree seeking student and a certificate of the 
research contents. 

*Students who repeated a year: 
A transcript of JAIST and a "statement of purpose" to provide a clear and easy-to-understand explanations 
about the situation to the Immigration office.  

*Students who returned to school after taking a leave of absence: 
  A transcript of JAIST and a "Certificate of Absence" 

⑦ Supporting documents for financial conditions 
Case A. You pay for your school expenses and living expenses by yourself. 

e.g. a scholarship certificate, a copy of applicant's bank book, bank statement indicating the latest 
balance of deposit, a copy of pay slip or withholding tax slip for part-time job 

Case B. Someone living in your home country gives you financial support via remittance. 
e.g. a certificate of remittance from your home country, a copy of your bankbook indicating the 

remittance or sponsor's bank statement indicating the balance of deposit 
Case C. Someone living in Japan gives you financial support 

e.g. a certificate of remittance from your sponsor, sponsor's tax statement indicating the total amount of 
annual income, sponsor's withholding tax slip or a copy of sponsor's bank statement indicating the 
latest balance of deposit.  

⑧ A 4,000 yen revenue stamp 
*You can purchase it at Kiosk in the Building of the Immigration office or Post office. 

<NOTE> 
➢You can submit the required documents in either Japanese or English.  
➢In some cases, the immigration office may require additional documents. 
➢Please be sure to submit a copy of both sides of your new residence card via email to the ISS immediately when 

you receive it. 

4-3. Temporary Leave, Re-entry and Permanent Leave
(1) Notice of Temporary Leave 

When you plan to leave Japan temporarily, you are required to inform your supervisor about your travel, get the 
approval and submit "Notice of Temporary Leave" (See the last page of this handbook) via email to the 
International Student Section. 
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（2）みなし再入国許可の申請 

 有効な旅券（パスポート）及び在留カードを所持

する外国人が出国する際、出国後1年以内に日本での

活動を継続するために再入国する場合は、原則とし

て再入国許可を受ける必要はありません。この制度

を「みなし再入国許可」といいます。 

 出国する際に、必ず在留カードを提示してくださ

い。また出国カード（EDカード）に「一時的な出国

であり、再入国する予定です」と書かれているチェ

ックボックスに☑を書いて再入国の意思を示してく

ださい。 

 みなし再入国許可により出国した方は、その有効

期間を海外で延長することはできません。出国後1年

以内、もしくは在留期限が出国後1年未満に到来する

場合は、その在留期限までに再入国しないと在留資

格が失われることになりますので、注意してくださ

い。 

（3）再入国許可の申請 

 有効な旅券（パスポート）及び在留カードを所持する外国人が一時的に出国し、出国後1年以上経過し

た後、許可されている在留期間内に再入国し再び日本での活動を継続しようとする場合には、出国する前

に再入国の許可を受けておけば、海外で日本の在外公館に出頭して改めて査証（ビザ）を取得する必要が

なくなります。しかし、再入国の許可は上陸の許可そのものではありませんので、日本に再入国する場合

には、出入国港において、改めて入国審査官による上陸のための審査を受ける必要があります。 

 再入国許可は、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあります。再入国の許可の有効期間は、在

留期間の満了日までになっており、最長は5年（特別永住者の場合は6年）です。  

 再入国許可申請の手続きについては法務省のページを確認してください。 

出入国在留管理局への申請書類 

① 再入国許可申請書

※黒のペンで記入すること。鉛筆や消せるペンは不可。両面印刷は不可。 

② 旅券

③ 在留カード

④ 学生証

⑤ 3000円の収入印紙（数次再入国許可の場合は6000円）

※出入国在留管理局のあるビル内の売店でも購入可能 

【注意事項】 

➢再入国許可の有効期限は、在留期間の満了日を超えることはできません。したがって、一時帰国やそ

の他の国へ行く予定がある場合、まず在留期間を確認し、必要があれば在留期間の更新をしてから、

再入国の許可申請をしてください。 

➢出国するときにも在留カードを携帯してください。 

（4）帰国 

 在留カードを所持する者が、日本にもどる予定がなく帰国する場合は、出国する空港で在留カードを返

却してください。 

 「修了時または退学時に必要な手続き」（本章の最終ページに掲載）を必ず読んでください。 

  

(2) Special Re-entry Permit (minashi sainyukoku kyoka) 
When you have a valid passport and residence card and have a 

plan to re-enter Japan to continue your activities within one year 
after your departure, you are NOT required to apply for a re-entry 
permit. At departure airport, you need to put a tick on the 
appropriate check box on the Embarkation and Disembarkation 
Card "ED Card", and hand it to the immigration officer at the 
passport control counter.  

When you leave Japan with a special re-entry permit, you 
cannot extend your residence period outside of Japan. If your 
period of stay expires within one year after the date of departure, 
you need to confirm that you can re-enter Japan before the 
expiration of your residence period. 

(3) Re-Entry Permit 
When you have a valid passport and residence card and do NOT plan to re-enter Japan to continue your activities 

within one year from the date of departure, you MUST apply for a re-entry permit at the immigration office before 
departure. If you have the permit, you do NOT need to apply for visa at Japanese Embassy/Consulate-general when 
re-entering Japan. 

However, the re-entry permit does not guarantee your landing in Japan. You must be examined by an 
immigration officer at the landing airport even if you have obtained the permit before leaving Japan. 

There are two types of re-entry permits, which allows one re-entry and multiple re-entry permit. 
The period of validity for re-entry permits shall be determined within the current permitted period of stay for up 

to five years (or six years for special permanent residents). 
For the application procedure, see the website of the Immigration Services Agency. 

Necessary documents for application to the Immigration office 
① Application Form for Re-entry Permit 
② A valid passport 
③ A residence card 
④ A student ID 
⑤ A 3,000 yen revenue stamp(single re-entry) /a 6,000 yen revenue stamp(multiple re-entry) 

*You can purchase it at Kiosk in the Building of the Immigration office or Post office. 

<NOTE> 
➢“Re-entry” will be invalid when your period of stay expires. When you plan to travel abroad, please check your 

period of stay and apply for extension of the period before obtaining the “Re-entry Permit”. 
➢You must carry your residence card with you when you leave Japan. 

(4) Permanent Leave 
When you do not have any plans to come back to Japan, you are required to return your residence card to an 

immigration officer at the passport control counter of the departure airport. If you want it as a memory, the officer 
will punch a hole in your residence card and give it back to you. 

Please be sure to read “List of necessary procedures when you leave JAIST” (See the last page of this chapter) 
when you plan to leave Japan permanently. 
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４－４．  在留資格変更                                 
 在留資格「留学」の活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、在留期

間が残っていても、在留資格変更の許可申請を出入国在留管理局で行う必要があります。これは、留学生

としての活動を行っていないからです。  

 なお、入管法には「活動」を行なっていない人に対して「在留資格取消し制度」があります。在留資格

が取り消されると不法滞在となり、収容・強制送還の対象となります。 

（1）日本で就職する場合 

 就職先の会社に、何の在留資格に変更しなければならないか確認してください。そして、その在留資格

への変更に必要な在留資格変更許可申請書、そのほか必要な書類を用意し出入国在留管理局で申請してく

ださい。申請書の中には、「所属機関等作成」の申請書があり、この部分は就職予定先の会社が作成する

必要があるので、事前に作成を依頼してください。 

（2）修了後も引き続き就職活動を継続する場合 

 これまで就職活動を行ってきた人が修了後も継続するためには、在留資格「特定活動」への変更の許可

申請を出入国在留管理局で行う必要があります。就職活動を行ってきていない人や非正規生・退学者は申

請できません。 

 また、大学は就職活動の実績を判断して推薦書を発行します。このため、十分な実績がない人に対して

は推薦書を発行しません。申請するにあたり、就職活動を行ってきたことを証明する書類の提出が求めら

れるので、企業とのやり取りのメールなどは削除せずにとっておきましょう。その推薦書をもって出入国

在留管理局に申請できますが、出入国在留管理局での審査で不合格となることもあり得ます。推薦状の発

行については必ず在学期間中に就職支援係に依頼してください。 

 出入国在留管理局への提出書類については下記のとおりです。 

「特定活動」の申請書類 

① 在留資格変更許可申請書（U その他）

  ※用紙は出入国在留管理局で入手するか、または出入国在留管理庁HPからもダウンロードできます。 

学内情報のページからダウンロードする場合： 

JAISTホームページ ＞ 学内情報（学内専用） →留学生への情報 → その他の重要情報 

  ※申請人等作成用のみ必要です。所属機関等作成の申請書は不要です。 

② 証明写真

  ※縦4cm×横3cm 

  ※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 

  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 

③ パスポート、在留カード

④ 経費支弁能力を証明する文書

⑤ 本学の修了証明書 1通

⑥ 本学による継続就職活動についての推薦状 1通

⑦ 継続して就職活動を行っていることを明らかにする資料

⑧ 4000円分の収入印紙

  ※名古屋出入国在留管理局金沢出張所のあるビル内の売店でも購入可能 

【注意事項】 

➢提出書類は日本語または英語で作成してください。  

➢審査過程でさらに追加書類が求められる場合があります。 

➢新しい在留カードを受け取ったら、必ず速やかに就職支援係へ写しを提出してください。 

（3）収入を伴う事業運営活動、又は報酬を受ける活動を専ら行う場合 

 在留資格「留学」から在留資格変更をしないでこのような活動を行うと処罰または強制退去の対象にな

ります。 

  

4-4. Change of Status of Residence
When you start doing new activities under another status of residence after quitting your activities under the 

status of residence "Student", you are required to apply for change of your status of residence at the Immigration 
office. Because you are considered not to do the activities related to the status of residence "Student” even if your 
period of stay is still valid. 

In case a medium to long-term residents who has the status of residence in Japan has failed to continue to 
engage in the activity related to the status for three months or more, the status of residence shall be revoked based 
on the Immigration Control Act. When the revocation of the status of residence is decided, he/she shall be subject 
to deportation and criminal penalties. 

(1) Working for a company in Japan 
To work in Japan, you must change your status of residence from "Student" to an applicable status. If your 

hiring conditions do not meet any of the statuses stipulated in the Immigration Control Act, you are not permitted to 
work in Japan. Some of the application documents need to be written by the company, please be sure to check the 
necessary information in advance on the Immigration Services Agency website and consult with a person in charge 
of personnel Affairs of the company. 

(2) Continuing job-hunting activities 
In order to continue job-hunting activities after completion of the master's/doctoral program at JAIST, you have 

to apply for change of your status of residence to "Designated Activities". Students who have not been participating 
in any job-hunting activities until completion and non-degree seeking students are NOT eligible to apply for this 
status.  

JAIST issues a recommendation letter in consideration of the student's job-hunting activities. If you cannot 
show that you have done enough activities, JAIST does not issue the letter for you. 

Please keep emails correspondences with companies because applicants are required to submit the 
documents that shows contents of the job-hunting activities at the Immigration office. In some cases, application to 
the Immigration office may be denied. 

For the information on issuing recommendation letter, please contact the Career Support Section during your 
enrollment period. 

For the application documents, check the website of Ministry of Justice. 

Necessary documents for application to the immigration office 
① Application for Changes of Status of Residence [U Others] 

*Free copies of the form are available at the Immigration office or on the website of the Immigration Services 
Agency. 
JAIST website > Internal Use Only > Important Information for International Students → Other Important 
Information 
*Only the applicant parts are necessary, the Organization part is not necessary. 

② A photo 
*4 cm long X 3 cm wide 
*The photo should be taken within 3 months of application, full-face view directly facing a camera, no hat, clear 
and without any background images. 
*The photo should have the applicant's name on the back and be stuck to the designated part of the 
application form. 

③ Passport and Residence Card 
④ Supporting documents for financial conditions  
⑤ Certificate of Completion of JAIST 
⑥ Recommendation letter from JAIST 
⑦ Documents which shows applicant's job-hunting activities 
⑧ A 4,000 yen revenue stamp 

*You can purchase it at Kiosk in the Building of the Kanazawa Branch office or post office. 
<NOTE> 
➢You can submit the required documents in either Japanese or English. 
➢In some cases, additional documents may be requested by the Immigration office. 
➢Please be sure to submit a copy of both sides of your updated residence card to the Career Support Section 

immediately when you receive it. 

(3) Engaging in activities related to management of business or remuneration 
If you engage in these activities without changing your status of residence "Student", you may be subject to 

punishment or deportation. 
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４－５．  資格外活動許可                               
 在留資格「留学」の学生は、日本での就労が認められていません。もし学資その他の必要経費を補うた

めにアルバイトを希望する場合は、事前に出入国在留管理局で「資格外活動許可」を受けなければなりま

せん。 

出入国在留管理局への申請書類 

① 申請書（出入国在留管理庁のHPから入手できます） 

  学内情報のページからダウンロードする場合： 

  JAISTホームページ ＞ 学内情報（学内専用） →留学生への情報 → 資格外活動許可につ

いて 

② 申請に係る活動の内容を明らかにする書類 １通  

③ 在留カード  

④ 旅券  

  ※手数料は無料です。 

【注意事項】 

➢資格外活動許可により、１週間28時間以内、学則上の長期休業期間中（春期休業・夏期休業・冬期休

業）は１日８時間以内のアルバイトが可能です。  

➢休学中は、アルバイトは認められません。  

➢学内で行う教育又は研究を補助する活動（研究員、TA、RA、LAなど）については、資格外活動許可は

不要です。  

➢許可を受けずにアルバイトをしたり、許可された範囲（※）を超えてアルバイトしたりすると、処罰

の対象となります。場合によっては退去強制の対象ともなるので充分に注意してください。  

※風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイト

クラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されて

いますので絶対にしないでください。 

４－６．  休学、在留資格取消、退去強制                      
（1）休学 

 在留資格「留学」は、日本で教育機関に在籍して教育を受ける活動を行う者に与えられている在留資格

なので、休学、すなわち大学で勉強や研究活動を行わない場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみ

なされ、在留資格「留学」のままで日本に滞在し続けることはできません。 

 また、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。  

 在留資格にあった活動を3ヶ月行わずに在留している場合には、在留資格取り消しの対象となりますの

で、休学中も日本に留まる必要がある場合は、休学前に出入国在留管理局に相談して、その活動に応じた

在留資格へ変更してください。 

（2）在留資格取消 

 在留資格の取消しとは、日本に在留する外国人が、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受

けた場合や、在留資格に基づく本来の活動を一定期間行わないで在留していた場合などに、当該外国人の

在留資格を取り消す制度です。 

 取り消す場合は入管法に規定されており、たとえば、次の事実が判明したときです。 

➢在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合（ただし、当該活動を行わないで在留して

いることにつき正当な理由がある場合を除きます） 

➢新たに中長期在留者となった者が、当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしな

い場合 

➢中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合 ほか 

 在留資格が取り消されることになった場合、30日を上限として指定された期間内に自主的に出国するか、

直ちに退去強制の対象となります。 

4-5. Permission for Part-time Employment
An international student with the status of residence of “Student” is NOT permitted to work in Japan. If you wish 

to work part-time, you must obtain permission called “Shikakugai katsudo kyoka (Permit to Engage in Activity other 
than that Permitted by the Status of Residence Previously Granted)” at the immigration office BEFORE starting 
working. 

Necessary documents for application to the immigration office 
① Application form (Available on the website of the Immigration Services Agency). 

JAIST website > Internal Use Only > Important Information for International Students → Permission for 
Part-time Employment 

② A document clarifying the contents of activities related to the application. 
③ A residence card 
④ A passport  

*Free of charge 

<NOTE> 
➢Permit allows you to work for 28 hours per week maximum (exceptionally 8 hours a day during spring, summer 

and winter breaks).  
➢You can NOT work while you are on leave at JAIST.  
➢You can work on JAIST campus as a Researcher, Teaching assistant (TA), Research assistant (RA), Laboratory 

assistant (LA) and such without the permit.  
➢You could face a fine or even a deportation should you work without a permit or beyond the working limit*.  

*You are strictly prohibited to work in entertainment and amusement business, and sex-related business by the 
Immigration Control and Refugee Recognition Act and related regulations. This includes washing dishes or 
cleaning in hostess bars, nightclubs, cafes that serve food and drink to customers while entertaining them. 

4-6. Leave of Absence, Revocation of Status of Residence and 
Deportation from Japan 

(1) Leave of Absence 
The residence of status of "Student" is authorized to those who engage in study and research activities at 

educational institute. If you have a leave of absence, you are NOT considered to satisfy the condition of "Student" 
during that period and you are NOT allowed to continue to stay in Japan under the Immigration Control and 
Refugee Recognition Act.  

Engaging in part-time jobs during the period of leave of absence is also NOT allowed.  
Note that violation of these rules will result in revocation of the residence of status.  
If you need to stay in Japan with justifiable reason while you have a leave of absence, consult at the 

Immigration office about changing the status of residence in advance. 

(2) Revocation of Status Residence 
Revocation of Status of Residence is a system that the Minister of Justice can revoke the status of residence 

when it turns out that it falls under the reason for revocation. Cases that the status of residence shall be revoked 
are prescribed in the Immigration Control Act, the followings are some of the examples. 

➢The foreign national staying in Japan with the status of residence of Student(留学) has failed to continue to 
engage in the activity corresponding to that status for three months or more (excluding the case that the foreign 
national has a justifiable reason not for engaging in the activity).  

➢The foreign national has failed to notify his/her place of residence to the Minister of Justice within 90 days from 
the day that they obtained the permit of residence.  

➢The mid to long-term resident has notified a false domicile to the Ministry of Justice. 

When the status of residence is revoked, you are urged to leave within the specified period up to 30 days 
voluntarily or deportation procedures start immediately. 
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（3）退去強制 

 日本に不法に入国したり、在留期限を超えて在留したりするなど、入管法第24条に規定する退去強制事

由に該当する外国人は、出入国在留管理庁により強制的に国外へ退去させられます（退去強制）。  

 強制送還後は、5年間（事情によっては10年間）、日本に入国することはできません。 

４－７.  家族の呼び寄せ                                
母国の家族を日本へ呼び寄せるには、自分の学費の他に家族の生活費も全額負担するだけの財政保証が

必要です。また、家族を支えながら大学院の学業を修めることはとても困難です。例えば、家族の通院又

は小学校や保育園への入学・入園等に係る手続をすべて日本語で行う必要があります。そのため、母国の

家族を呼び寄せる前に、よく考え、指導教員にも相談し、学業計画をきちんと立てる必要があります。学

業の負担にならずに家族の呼び寄せが可能だと判断できた場合、以下の手続を行ってください。 

呼び寄せる家族は、在留資格「家族滞在」を得る必要があります。「家族滞在」の在留資格で日本に滞

在できる家族とは、留学生の扶養を受ける配偶者と子供です。留学生本人が安定的かつ継続的な扶養能力

を有していることが必要とされます。 

手続方法は留学生本人が家族の申請代理人として、名古屋出入国在留管理局金沢出張所へ、家族の「在

留資格認定証明書」の交付申請を行うのが典型的な方法です。手続には４～８週間かかります。ただ最も

早く査証を取得する方法は国によって違うので自国内の日本大使館に問い合わせてください。留学生係が

留学生の家族の申請の代行をすることはできません。 

なお、「家族滞在」の在留資格でのパートタイム労働やアルバイトをする場合は、「資格外活動許可申請」

を事前にしなければなりません。 

【申請書類】 

① 在留資格認定証明書交付申請書（用紙は、出入国在留管理庁の HP から入手できます。） 

② 留学生と申請人である家族との身分関係を証する文書 

  戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等のいずれかで、扶養者との母国での法律上の身分関係の記載

のあるもの。 

③ 留学生の在留カードの写し又は旅券の写し 

④ 留学生の収入を証する文書（留学生が家族の生活費用を支弁できることを証するもの） 

＊ 私費留学生は留学生名義の預金残高証明書又は送金事実を証明する文書 

＊ 国費留学生は「国費外国人留学生証明書」 

⑤ 留学生の在学証明書 

⑥ 申請人（家族）の写真 1枚（縦４㎝×横３㎝）申請の日の前３か月以内に撮影されたもの。 

⑦ 返信用封筒（４０４円分切手を添付したもの（簡易書留用）） 

注）個別の案件によっては「その他参考となるべき資料」の提出を求められる場合があります。 

４－８. 畜産物や果物・野菜の日本への持ち込み                         
海外から日本へ『肉製品などの畜産物(※)や果物・野菜』を持ち込むことは、数量の多少や輸送形態

（手荷物・携帯品や郵便物）に関わらず法律で禁止されています。（事前に輸出国の政府機関が発行する

検査証明書がある場合を除く） 

  

●母国の家族や知人に対し、郵便物として日本に肉製品などの畜産物や果物・野菜を送付しないように伝

えてください。 

（空港の検疫で破棄されます） 

●インターネットを通じて、海外から肉製品などの畜産物や果物・野菜を購入しないでください。 

詳細：農林水産省動物検疫所  https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html 

  

※肉製品などの畜産物 : 肉・臓器、肉を含む加工品（例：ジャーキー、ハム、ソーセージ、

ベーコン、肉まん、餃子等）、卵 等 

(3) Deportation from Japan 
The Immigration Services Agency will forcibly deport foreign nationals if they have illegally entered Japan, have 

stayed beyond their period of stay or have fallen under any other factors as stipulated in Article 24 (Deportation), 
Immigration Control Act.  

If you leave Japan via "deportation", your landing permission in Japan is denied for 5 years from the date of 
deportation (or 10 years from the date of deportation depending on the circumstances). 

4-7.  Inviting Family Members from your home country
In order to invite your family from your home country, you are responsible for the entire family’s living expenses 

besides your own tuitions and expenses. It is not easy to complete graduate school programs while supporting 
your family. You need to take care of all procedures in Japanese, for example, to take your family member to a 
doctor and/or to let them enroll in elementary schools, nursery schools or kindergartens. Before inviting your family 
to Japan, you need to carefully consider the situation and discuss with your supervisor to make a feasible research 
schedule. When you are ready to invite your family to Japan, take the necessary procedures. 

You need to acquire a certificate of eligibility, “Dependent”, for your family. Only your spouse and any children 
that you have been supporting are eligible for this certificate. Also, you must prove that you have stable financial 
income to support your family. 

To obtain the certificate of eligibility, you need to go to the Immigration office and apply for a “Certificate of 
Eligibility for a Status of Residence”, on behalf of your family. The process takes 4 to 8 weeks, however it depends 
on countries how fast you can obtain the certificate, so please inquire of the Japanese Embassy in your home 
country about detailed information. The International Student Section doesn’t apply on behalf of the applicant. 

If a member of your family wishes to engage in any employment, whether it is full time, part-time or temporary, 
he/she has to apply for “Permission to Engage in an Activity Other than that Permitted by the Status of Residence 
Previously Granted” in advance. 

【Application Documents】

① Application Form for Certificate of Eligibility (available on the Immigration Services Agency website) 
② Proof of your relationship with the family members who will join you 

**One of the following documents indicating the relation under your country’s laws: 
A copy of an applicant’s family register, marriage certificate for spouse, and/or birth certificates for children. 

③ A copy of your Residence Card or your passport 
④ Proof that you will be able to support your family throughout their stay in Japan 

- Privately financed students should submit their bank statement indicating balance of deposit or a duplicate 
copy of remittance from home country. 

- Japanese Government (Monbukagakusho) scholarship students should submit Certificate of 
Monbukagakusho Scholarship Student. 

⑤ A certificate of studentship issued by JAIST 
⑥ 1 photo (4cm×3cm) of each family member taken within 3 months of the day of application 
⑦ A self-addressed envelope affixed with a 404-yen stamp (for the recorded delivery purpose) 
Note: In some cases, additional documents will be requested by the Immigration office. 

4-8. Bringing animal products, vegetables or fruits into Japan from overseas
Regardless of the quantity and the way of transportation (baggage, personal belongings, and parcel), Japanese 

law bans imports of meat and other animal products(※), vegetables or fruits without a government-issued 
inspection certificate from the exporting country. 

●You must ask your family and acquaintances outside Japan not to send meat products, vegetables or fruits to 
Japan. 

 (Meat products brought illegally are disposed at the airport quarantine.) 

●You must not purchase meat products, vegetables or fruits from overseas on the Internet. 

Reference：

Animal Quarantine Service of the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
https://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html 

※Animal Products : Any type of meat/organ, Processed products containing meat (Examples :Jerky,
                   ham, sausages, bacon, meat buns, dumplings etc.) , Eggs etc. 
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４－９.  日本での運転                                

(1) 自動車 

１）日本で有効な運転免許証 

日本で自動車を運転するためには、次のいずれかの免許証を所持している必要があります。 

免許証を持たずに運転をすると、事故を起こさなかったとしても、罰金を科されます。特に、有

効な免許を受けていないのに運転をした場合、罰金が高額になるので、免許を受けていない場合は絶

対に運転をしないでください。 

① 日本の運転免許証 

② 道路交通に関する条約：ジュネーブ条約（加盟国はP59参照）に基づく国際免許証（ただし、

取得後連続してその国に滞在歴があること） 

③ 外国（スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾）

の免許証（ただし、政令で定める者が作成した翻訳文*が添付されているものに限る。） 

※ 翻訳文については、JAF(Japan Automobile Federation)へ問い合わせてください。 

  JAF石川支部 住所：金沢市新保本4-8 TEL：076-249-1252 

ホームページ：https://jaf.or.jp/ 

２）日本で運転できる期間 

① 日本の免許証：有効期間内 

② 国際免許証及び③外国の免許証： 

日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間（住民登録している

者が日本から出国し、３か月未満のうちに再び日本に上陸した場合、その上陸日は運転可能期間

の起算日とはならないので注意すること。） 

３）自国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え 

日本で住民登録した者が日本で運転をするには、自国の免許証を日本の免許証に切り替える必要

がありますが、その場合は以下の要件を満たさなくてはなりません。 

① 保有する自国の運転免許証が有効であること。 

② 自国の運転免許証を取得後、当該発給国で通算して３か月以上の滞在期間があること。 

申請は予約制です。石川県運転免許センターに必要書類を問い合わせ、書類が準備できたら予約

の電話をしてください。適性試験、自動車運転知識に関する確認、自動車運転技能についての運転

確認に合格すると日本の運転免許証が交付されます。 

詳細は下記のホームページでも知ることが出来ます。 

石川県運転免許センター： 金沢市東蚊爪町２丁目１番地  TEL: 076-238-5901 

https://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/ 

「運転免許」をクリック → 「外国運転免許証の切替え」をクリック 

※ 日本語が理解できない場合は、必ず通訳できる方を同伴してください。 

公共交通機関で行く場合のアクセス方法は、石川県運転免許センターのHPで確認してください。 

４）自動車学校 

日本で運転免許証を取得する場合は、原則的には自動車学校へ入ることとなり、かなりの費用

（約30万円）を必要とします。 

以下の自動車学校は送迎バスサービスがあります。バス停はJAISTシャトルバスのハイテクセン

ター前です。入校希望者は本学売店で相談してください。 

北陸中部自動車学校：白山市上安田町２３９番地 TEL：076-277-0033 

なお、自動車学校を卒業しただけでは運転免許証は交付されません。自動車学校卒業後に、石川

県運転免許センターで試験を受けて合格した場合、運転免許証が交付されます。

  

自動車やバイクの運転は、自己責任であり、大きなリスクや費用を伴うため、本学は留学生に対して、自分で

所有せずに公共交通機関を利用するよう強く勧めます。 

誤った理解は、大きな不利益を招きます。安易な情報源に頼らず、公的機関で確認してください。 

4-9. Driving in Japan

(1) Cars 
1) Valid driver’s license in Japan 

If you wish to drive a car in Japan, you need to have one of the driver's licenses listed below. If you drive 
without a license, you will be fined even if you do not have an accident. Driving without a valid driver’s license 
may cause you to face an expensive fine.  

① A Japanese driver’s license 
② An International driving permit issued by a country belonging to the Geneva Convention (refer to P.59)  

* Note: The permit holders must stay in their countries for a certain amount of time before coming to Japan. 
③A foreign driver’s license issued by Switzerland, Germany, France, Belgium, Monaco or Taiwan 

(The Japanese translation made by those who are designated by cabinet order should be attached.) 
* Please ask JAF (Japan Automobile Federation) about the Japanese translation. 

      JAF Ishikawa Branch  Address: 4-8 Shinbohon, Kanazawa   Tel: 076-249-1252 
Website: http://www.jaf.or.jp/e/  

2) Permitted period for driving in Japan 
①Japanese driver's license has its valid period written on the license.
②International driving permit and ③Driver's License issued by the aforementioned countries are valid in 

Japan only for one year maximum. 
The shorter period will be applied when the period written on the license/permit is compared with the 
period the driver has been in Japan. If those who legally stays in Japan with the status of residence for 
more than 3 months leave and re-enter Japan within 3 months, the above mentioned one year duration 
never start newly. 

  3) How to switch your country's driver’s license to a Japanese driver’s license 
Non-Japanese who registered as a resident in Japan must switch his/her domestic driver's license to a 

Japanese national driver's license during the validity period if he/she plans to drive in Japan. 
To apply for switching, applicants must fulfill the following two requirements. 

* Your domestic driver’s license must be valid. 
* You must have at least three months of driving experience in your home country.  
An advance reservation for application is required. Contact the Ishikawa Driver’s License Center about 

necessary application documents. Please make an appointment by telephone. After passing the aptitude test, 
the written test for driving and traffic regulations and the driving skill test, a Japanese license will be issued.  

For more information, visit the following website. 
Website: http://www2.police.pref.ishikawa.lg.jp/  
Ishikawa Driver’s License Center                                                                       
Address: 2-1 Higashikagatsume, Kanazawa  Tel: 076 - 238 - 5901 
(Click “運転免許“ → Click “外国運転免許証の切替え（How to Exchange Your Foreign Driver’s Licence for a 

Japanese Driver’s License）” ) 
 *If you do not speak Japanese, please be accompanied by an interpreter. 

*If you want to visit the center by public transport, please check the access information on the above 
website. 

4) Driving school 
Driving schools in Japan provide support in order to get a Japanese driver's license. Schooling usually costs 

about 300,000 yen. You cannot get a driver's license just by graduating from a driving school. You will have to 
pass the tests at the Ishikawa Driver's License Center after schooling to get a license.   

The following driving school has their school bus service. The nearest bus stop is the same as the JAIST 
shuttle bus stop (High-Tech Center). The driving school information is available at the JAIST convenience store 
on campus. 

Hokuriku-chubu Driving School  
Address: 239 Kamiyasuda-machi, Hakusan Telephone: 076-277-0033 

Driving a car or a motorcycle is a major responsibility and accompanies great risks and costs. For this 
reason, JAIST strongly recommends international students not to own these vehicles and to use public 
transportations. Please get correct information necessary for driving in Japan at appropriate public 
agencies. 
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(2) 自動二輪車・原動機付自転車・自転車

１）自動二輪車（バイク） 

自動二輪車（50cc以上の排気量を持つエンジン付き二輪車）の国際免許証（ジュネーブ条約加盟

国に限る）を持っている場合は、日本でバイクを運転できます。有効期限は自動車の期限と同様で

す。 

日本のバイクの免許（小型・中型・大型の3ランク）を取得したい場合は自動車学校に通い、石川

県運転免許センターで試験を受けて合格しなければなりません。 

２）原動機付自転車（原付バイク） 

原動機付バイクのみの運転免許証は、直接運転免許センターで学科試験（交通法規等）等を受け、

合格すれば取得できます。 

３）自転車 

自転車を利用する際には盗難を避けるため、自転車に住所・氏名をはっきり書き、必ず鍵を（極

力二重に）かけてください。自転車を買うときには、防犯登録制度の手続を忘れずにしてください。 

また、放置自転車は、動かしただけで窃盗罪に問われるので絶対に乗ってはいけません。 

(3) 日本の交通法規 

日本では自動車は道路の左側を走行し、歩行者は右側を通行しなければなりません。また、無免許

運転、飲酒運転、スピード違反、運転中の携帯電話の使用は特に厳しく罰せられます。飲酒運転の場合、

運転手のみならず同乗者も重い罰金を科せられます。道路にはいろいろな交通標識があるので、よく見

て必ず全て守ってください。 

JAF(Japan Automobile Federation)が「交通の教則」という本を出版しています。中国語、英語、

ポルトガル語、スペイン語の訳本があります。中国語、英語の訳本は学生支援課にあり閲覧できます。

訳本は下記のJAF支部店もしくは郵送、または電子書籍として購入できます。 

JAF石川支部 

住所：金沢市新保本4-8  TEL：076-249-1252 

ホームページ：https://jaf.or.jp/ 

道路交通法の違反は、重罪であり、運転免許証の有効停止等にとどまらず、在留資格の取り消し等

につながる可能性もあります。また、交通事故の加害者になった場合も重い処分と莫大な弁済費が課

されます。 

(4) 交通事故 

加害者であるか否かに関わらず、事故にあったら以下の手順にしたがってください。 

① ほかの交通の流れを乱さないように、事故車を安全な場所に移動し、エンジンを切る。  

※ これにより、ほかの人を事故に巻き込むことを防ぎます。 

② 負傷者がいる場合はすぐに119番で救急車を呼びましょう。また、負傷者を安全な場所に移して

救急車や医者が到着するまで応急処置を続けてください。 

※ 応急手当をするときは必要以上に負傷者を動かしてはいけません。頭部にけがを負って

いる場合は出来る限り動かしてはいけません。 

③ ただちに警察に110番で事故を報告し、場所などをしっかり伝えましょう。  

  

  

補足 

・ 相手の運転手の運転免許証を確認し、名前、住所、電話番号を控えておきましょう。 

・ 目撃者がいれば、彼らの名前、住所、そして電話番号も控えておきます。 

・ 保険会社にもできるだけ早く連絡しましょう。 

・ 自分では大丈夫だと思っても病院に行きましょう。その時は医師に交通事故にあった旨を

伝えてください。 

・ 本学の学生支援課（TEL:0761-51-1932）にも報告しなければなりません。 

(2) Motorcycles, moped and Bicycles  
1) Motorcycles (over 50 cc engine displacement) 

If you have an international driving permit for motorcycles (limited to a permit issued in a country belonging to 
the Geneva Convention), you can drive a motorcycle in Japan. The condition of its extension is the same as the 
case of a car. If you wish to acquire a Japanese driver’s license for motorcycles (three types: small, mid, big 
size), you must finish schooling at a driving school and take the examinations at the Ishikawa Driver’s Licensing 
Center and pass them. 

2) Moped (Gentsuki-Bike)  
Go to the Ishikawa Driver’s Licensing Center and take some written examinations to acquire a license for 

moped. 

3) Bicycles 
In order to protect your bicycle from theft, be sure to write your name and address on it, and lock it (double 

lock it if possible) whenever you leave it. When you buy a bicycle, register the bicycle at the shop.  
When you see an abandoned bicycle, do not take it home. You will be charged with theft even if you simply 

move the bicycle. 

(3) Traffic Rules in Japan 
In Japan cars drive on the left side of the road, and pedestrians walk on the right side, facing on coming traffic. 

There are strict penalties for driving without a license, driving under the influence, driving while on the phone, 
and speed violations. Especially in the case of drunk driving, not only the driver but also fellow passengers will 
face a heavy fine. It is important to familiarize yourself thoroughly with all the traffic signs in Japan and observe 
the traffic rules indicated by those signs. 

JAF (Japan Automobile Federation) has traffic rulebook in Chinese, English, Portuguese and Spanish. The 
Student Affairs Department keeps it in Chinese and English. 
You can purchase a translated rulebook by mail order, at the digital bookstore or at the following JAF branch: 

JAF Ishikawa Branch  
Address: 4-8 Shinbohon, Kanazawa     Telephone: 076 - 249 - 1252 
Website: https://english.jaf.or.jp/  

Violating the Road Traffic Law is a serious crime, and you will be disqualified from driving and sometimes your 
Alien Registration card will be revoked. In addition, if you are a perpetrator of the accident, you will receive a 
severe penalty and pay a huge sum of indemnity. 

(4) Traffic Accidents 
If you are involved in a traffic accident, whether it is caused by you or by other persons, please follow the 

following instructions: 
①  Move the vehicle out of the way to a safe place so as not to disrupt the traffic, and turn off the engine.  

*This is to prevent other traffic from running into the vehicles which were involved in the accident. 
② If anyone is injured, dial 119 for an ambulance. Carry any injured persons to safety as quickly as 

possible. Provide first-aid until the doctor or ambulance arrives.  
*When administering first-aid, try not to move the injured any more than necessary. If the person has 
head injuries, do not move them. 

③ Report the accident immediately to the police (dial 110), providing information such as the location of the 
accident.  

Note:
・ Exchange names, addresses, and telephone numbers with the driver involved and check his/her 

driver’s license. 
・ If there are witnesses, write down their names, addresses, and telephone numbers. 
・ Call your insurance company as soon as possible. 
・ See a doctor, even if you feel that you are all right. You are required to tell the doctor 

that you were involved in a traffic accident. 
・ You also need to inform the Student Affairs Department, JAIST (dial 0761-51-1932).
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(5) 保険 

自動車事故を起こした場合、日本では状況によっては高額な賠償金を相手のケガや修理費に対して

払わなければなりません（被害・加害を問わず国民健康保険は使えません）。また、他人を死亡させて

しまった場合の損害賠償額は億単位になることもあります。そこで車及びバイクを購入した際は万一

の事故に備えて、加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）とは別に、必ず

任意保険にも加入する必要があります。  

自賠責保険は対人保険であり、保険の支払は他人に対する人身損害に限られます。また保険額にも

限度があります。任意保険では、自賠責保険の限度額を超えた補償や補償対象にならない損害を補償

することが出来ます。大抵の保険は対象となる運転者が限定されています。自身の加入した保険の内

容を熟知し、その保険の対象でない人に車及びバイクを貸さないでください。対象でない人が事故を

起こした場合、この保険では事故によって生じた損害を補償できません。 

① 被害者は、加害者に対して事故による被害全ての損害賠償額を求めます。しかし、被害者にも

過失があれば損害賠償額はそれに応じて減額されます。 

② 運転手が任意保険に加入している場合は、その保険会社が被害者と交渉をします。被害者と加

害者が保険会社を通さずに交渉を収めようとした場合は、保険会社からの支払いが出ないので、

注意してください。 

③ 示談交渉では保険会社から提示された損害賠償額が妥当であることをしっかり確認してくださ

い。 

(6) 車検・納税 

自動車及び250cc以上のバイクについては、２年毎に車検（新車の場合１回目は３年後）を受けなけ

ればなりません。自賠責保険については、この車検の際に自動的に加入することになっていますが、

250cc未満のバイクには車検の義務がないため、自賠責保険の有効期限を確認しておいてください。な

お、自賠責保険と任意保険は、有効期間内に更新する必要があるので必ず手続してください。自賠責

保険の有効期限が切れたバイク等に乗っていることが発覚した場合、罰金などの行政処分の対象とな

ることがあります。 

また、自動車、自動二輪車、原動機付自転車の所有者は、毎年5月初旬頃に納付書が届き次第、必ず

納税しなければなりません。 

(7) 車庫証明 

自動車は購入時に駐車場の確保（車庫証明書の取得）が必要です。車庫証明書を申請したい場合は

市営JAISTパーキング利用者のみ可能となりますので、能美市管財課で手続きをしてください。 

なお、友人等から自動車を譲り受けた場合も、様々な法的手続が必要なので、必ず自動車販売会社

等に相談してください。 

  

(5) Insurances 
If you cause an accident when you drive a car, you might have to pay expensive compensation for the injury 

or damage. (The National Health Insurance does not apply in the case of accidents, regardless of whether you 
are a victim or a perpetrator.) The amount of compensation may become several hundred million yen if you are 
involved in a fatal accident. When you buy a car or a motorcycle, take out a voluntary-insurance policy to 
prepare for an accident.  Please note that voluntary-insurance is different from compulsory automobile liability 
insurance (compulsory insurance). Compulsory insurance only applies to the accidents involving people and 
has a limit. A voluntary-insurance covers the shortages of the compulsory insurance or covers the damaged 
objects. Most insurances limit the coverage only to the eligible drivers.  Please be well-informed about the 
details of your insurance, and do not lend your vehicle to a person who is not eligible for the insurance coverage.  
If a person who is not eligible for insurance has an accident, this insurance will not cover the cost associated 
with the accident. 

①  Victims claim compensation against the driver for all damages caused by the accident. However, if any         
fault lies with the victim, compensation will be reduced correspondingly. 

② If the driver has a voluntary insurance-policy, the driver’s insurance company will negotiate with the 
victim. If the victim and the driver decide to settle the matter by themselves without the negotiation of an 
insurance company, the company may not pay compensation. 

③ Agree to a settlement out of court only after confirming that the compensation offered by the insurance 
company of the driver is reasonable. 

(6) Compulsory Automobile Inspection & Automobile Tax 
Any car or motorcycle of 250cc or more displacement is required by law to have a compulsory inspection 

(called “shaken”) every two years (A brand new car has three years before the first inspection). The compulsory 
insurance is also checked then and automatically extended by paying the premium. Motorcycles under 250cc 
are not under the same system, thus users of motorcycles under 250cc should check and extend the period of 
the validity of the insurance. Users must keep in mind the expiration date of the insurances and renew them on 
time. If it is found that you ride a motorcycle without a valid compulsory insurance, administrative punishment 
such as fine may be imposed. 

If anyone who owns a car, a motorcycle, or a moped, you must pay an automobile tax on May every year. You 
will be billed accordingly. 

(7) Garage Certificate & Parking on Campus 
   When you purchase a car, you also need a certification of parking space. If you wish to apply for a garage 
certificate, it is possible only for municipal JAIST parking users, so please do so at Nami City Property 
management section. 

In the case you buy/receive a friend’s car, there are certain procedures, so please contact a car dealer. 
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(8) 標識・標示等 

（9）ジュネーブ条約締結国一覧                                    

この表にない国の国際免許証は、日本では無効です。 

  

H25.02現在

フィリピン 南アフリカ セネガル ロシア モナコ グアテマラ

インド 中央アフリカ シエラ・レオネ セルビア サンマリノ ハイチ

タイ エジプト トーゴ モンテネグロ バチカン トリニダード・トバゴ

バングラデシュ ガーナ チュニジア スペイン キルギス ベネズエラ

マレーシア アルジェリア ウガンダ フィンランド グルジア ジャマイカ

シンガポール モロッコ ジンバブエ ポルトガル チェコ ニュージーランド

スリランカ ボツワナ ナミビア オーストリア スロバキア フィジー

カンボジア コンゴ民主共和国 ブルキナファソ ベルギー アメリカ オーストラリア

ラオス コンゴ ナイジェリア ポーランド カナダ パプアニューギニア

大韓民国 ベナン イギリス アイルランド ペルー 香港

トルコ コートジボワール ギリシャ ハンガリー キューバ マカオ

イスラエル レソト ノルウェー ルーマニア エクアドル

シリア マダガスカル デンマーク アイスランド アルゼンチン

キプロス マラウイ スウェーデン ブルガリア チリ

ヨルダン マリ オランダ マルタ パラグアイ

レバノン ニジェール フランス アルバニア バルバドス

アラブ首長国連邦 ルワンダ イタリア ルクセンブルク ドミニカ共和国

ア

メ

リ

カ

オ

セ
ア

ニ

ア

行

政

区

域

警視庁HP参考：http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm
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通行止め

駐車禁止

一時停止

一方通行

徐行

追越し禁止

最高速度

自転車及び歩行者専用
(1) 自転車歩行者専用道路の指定 

(2) 普通自転車以外の車の通行禁止 

(3) 普通自転車が通行できる歩行者用道路の指定.

(4) 普通自転車が歩道を通行できることの指定 

歩行者専用
(1) 歩行者専用道路（歩行者

だけの通行のために設け

られた道路）の指定 

(2) 歩行者用道路の指定 

踏切あり

指定方向外進行禁止
（矢印の方向以外への車の進入禁止）

停止線車両進入禁止

通行止め

(8) Signboards etc. 

(9) List of the Geneva Convention countries 

As of February, 2013
Philippines Republic of the Congo Netherland Georgia
India The Democratic Republic of the Congo France Czech Republic
Thailand Benin Italy Slovak Republic
Bangladesh Cote d'Ivoire Russia U.S.A
Malaysia Lesotho Serbia Canada
Singapore Madagascar Montenegro Peru
Sri Lanka Malawi Spain Cuba
Cambodia Mali Finland Ecuador
Laos Niger Portugal Argentine
Republic of Korea Rwanda Austria Chile
Turkey Senegal Belgium Paraguay
Israel Sierra Leone Poland Barbados
Syria Togo Ireland Commonwealth of Dominica

Cyprus Tunisia Hungary Guatemala
Jordan Uganda Romania Haiti
Lebanon Zimbabwe Iceland Trinidad and Tobago
United Arab Emirates Namibia Bulgaria Venezuela
South Africa Burkina Faso Malta Jamaica
Central African Republic Nigeria Albania New Zealand
Egypt U.K Luxembourg Fiji
Ghana Greece Monaco Australia
Algeria Norway San Marino Papua New Guinea
Morocco Denmark Vatican Hong Kong
Botswana Sweden Kyrgyz Republic Macao

Refer to Metropolitan Police Department ：http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.htm

Europe

Europe

Europe

Asia

Middle
East

Africa

Africa

Special
Administrative

Region

America

Pacific

   The International Driving Permit whose countries are not listed below is not valid in Japan.

Road Closed 

Stop 

One Way 

Slow Down 

No Overtaking 

Maximum Speed Limit 

No Parking 

Stop Line 

No Entry for Vehicles 

Bicycles and Pedestrians Only 
(1) Roads designated for the 

exclusive use by bicycles and 
pedestrians. 

(2) Closed to vehicles other than 
bicycles. 

(3) Designated pedestrian roads 
where bicycles are permitted to 
travel. 

(4) Indicates that bicycles may 
travel on the sidewalk. 

Pedestrians Only 
(1) Road designated for the 

exclusive use by pedestrians 
(2) Roads for use by pedestrians 

Railway Crossing 

Proceed Only to Designated 
Directions 
(Vehicles must not proceed in any 
direction other than that shown on the 
sign) 

2022.6.27現在

リチ

アシロ

アビルセ

ログネテンモ

ンイペス

アジニュチ

ドンランィフ

ダンガウ

エブバンジ

アビミナ

ソァフナキルブ

アリェジイナ

スリギイ

ャシリギ

ーェウルノ

クーマンデ

ンデーェウス

ダンラオ

スンラフ

アリタイ

ルガネセ

ネオレ・ラエシ

カリフア央中

ゴート

トプジエ

ナーガ

アリェジルア

コッロモ

ナワツボ

国和共主民ゴンコ

ゴ共和国ンコ

ンナベ

ルーワボジトーコ

トソレ

ルカスガダマ

イウラマ

リマ

ルーェジニ

ダンワル

オ

セ

ア
ニ

ア

警視庁HP参考：https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html
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コナモ

ノリマンサ

ンカチバ

スギルキ

コェチ

ルガトルポ

スロバキア

アリトスーオ

ーギルベ

ドンラーポ

ドンラルイア

ーリガンハ

アニマール

ドンラスイア

アリガルブ

タルマ

アニバルア

クルブンセクル

ジョージア

ラマテアグ

チイハ

ゴバト・ドーダニリト

スロベニア

リトアニア

カリメア

ダナカ

ールペ

バーュキ

ルドアクエ

ンチンゼルア

イアグラパ

スドバルバ

国和共カニミド

クロアチア共和国

リヒテンシュタイン公国

エストニア共和国

ドンイ

イタ

スオラ

コルト

アリシ

スロプキ

ンダルヨ

ンノバレ

カリフア南

ンピリィフ

ュシデラグンバ

アシーレマ

ルーポガンシ

カンラリス

アジボンカ

国民韓大

ルエラスイ

邦連国長首ブラア

ブルネイ・ダルサラーム国

ラエズネベ

カイマャジ

ドンラージーュニ

ージィフ

アリラトスーオ

アニギーュニアプパ

港香

オカマ

フランスの海外領土

アルバ

キュラソー島

シント・マールテン

ケイマン諸島

マン島

ガーンジー

ジャージー

ジブラルタル

アメリカの海外領土

アフリカ

アメリカ

行

政

区

域
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４－１０．  名古屋出入国在留管理局金沢出張所の案内             

<本学からのアクセス>

また、名古屋出入国在留管理局では入国管理関係の各種相談を電話でも受け付けています。 

名古屋出入国在留管理局金沢出張所 

住所：〒920-0024 金沢市西念 3-4-1 金沢駅西合同庁舎１階 

受付時間：月～金曜 ９：００－１２：００、１３：００－１６：００ 

※土日、祝日、年末年始（12/29-1/3）を除く 

℡：０７６－２２２－２４５０ 

金沢

50 メートル道路

名古屋出入国在留管理局

金沢出張所

至

三
日
市

北陸鉄道
（浅野川線）

北鉄金沢駅

至 津幡
東金沢

県道 17 号線

県道 60 号線

（西口）

NTT 

至 千木北

至 小矢部

至

片
山
津

パークビル

外国人在留総合インフォメーションセンター（名古屋）

住所：〒455-8601 名古屋市港区正保町 5-18 

受付時間：月～金曜 ８：３０-１７：１５ ※土日、祝日、年末年始（12/29-1/3）を除く 

℡：０５７０－０１３９０４（英語、韓国語、中国語、スペイン語等） 

E-mail：info-tokyo@i.moj.go.jp 

http://www.immi-moj.go.jp/info/ 

出入国在留

管理局 

（駅西合同 

庁舎前）

野町駅から路線番号 01～04 番いずれかのバスに乗る 

西口から、6 番乗場の路線番号 01～07、60、64 番いずれかの

バスに乗る 

13 
分

無料

バス

本学 

30 分

500 円

25 分

270 円

（バス）

鶴来駅 

（北陸鉄道） 

野町駅 

（北陸鉄道） 

1 分 

徒歩 

5 分 

190 円 

25 分

500 円

5 分 

230 円 

（バス） 

新西金沢駅

（北陸鉄道）

西金沢駅
（JR 西日本）

金沢駅 

（JR 西日本） 

4-10. Nagoya Regional Immigration Services Bureau Kanazawa Branch Office

※You can take a bus to the Kanazawa Branch Office from Nomachi Station. The timetable is available at the 
International Student Section.  

Access from JAIST 

Information regarding immigration is available in phone announcement by the Nagoya Regional Immigration 
Services Bureau. For this service, please contact the following. 

Nagoya Regional Immigration Services Bureau Kanazawa Branch Office 
Address: 3-4-1 Sainen, Kanazawa, ISHIKAWA 920-0024 
       1st floor of Kanazawa Eki-nishi Godo-Chosha 
Office hours: 9:00-12:00 and 13:00-16:00 on weekdays 
Closed: Saturdays, Sundays, national holidays, year-end and new-year holidays (December 

29 to January 3) 
TEL: 076-222-2450

Immigration Information Center (NAGOYA) 
Address: 5-18 Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya, AICHI 455-8601 
Office hours: 8:30-17:15 on weekdays 
Closed: Saturdays, Sundays, national holidays, year-end and new-year holidays 

(December 29 to January 3) 
TEL: 0570-013904 (in English, Korean, Chinese, Spanish etc.) 
   *03-5796-7112 (from IP, PHS, Overseas) 
E-mail: info-tokyo@i.moj.go.jp 
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/ 

13min. 

Free 
Shuttle 

Bus 

30min. 
500yen 

5min. 

190yen 

25min. 
270yen 
(bus) 

25min.

500yen 

1min. 

walk 

5min. 
230yen 
(bus) 

Get on a bus No.01, 02, 03 or 04

Get on a bus of route No.01-07, 60 
or 64 from the west exit. 

To Oyabe 

To 
Katayamazu To 

Mikkaichi 

NTT

Prefectural Road 17 

Kanazawa Park Bldg. 

Prefectural Road 60 
(50meter road) 

To Segi-kita 

To Tsubata 
East-Kanazawa 

Hokutetsu 
Kanazawa 
Station 

Hokuriku Railroad 
(Asanogawa Line) 

(West Exit) 

To Fukui 
 West-Kanazawa 

Kanazawa
Station 

Kanazawa
Station 

Nagoya Regional  
Immigration 
Services Bureau 
Kanazawa 
Branch Office 

JAIST 
Tsurugi 
Station 

(Hokuriku 
Railroad) 

Nomachi Station 
(Hokuriku Railroad) 

Shin Nishi 
Kanazawa Station 

(Hokuriku Railroad) 

Nishi-Kanazawa
Station 

(JR) 

Kanazawa 
Station 

(JR)

Eki-nishi 
Godo-Chosha
Mae bus stop
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留学⽣が修了または退学するときに必要な⼿続き

１．修了または退学後に帰国する場合
時期 注意事項

⼊国管理局への⼿続き

□ 在留カードの返却 出国審査のとき
市役所での⼿続き

□ 転出届 出国の１４日前から受付 在留カードと国⺠健康保険被保険者証を持参する。

□ 国⺠健康保険被保険者証の返却 出国の１４日前から受付
払いすぎた保険料があれば還付⼿続きをとれる。
在留カードと帰国日を証明する書類（航空券など）を提⽰する。

□ 国⺠年⾦の脱退⼿続 出国の１４日前から受付 在留カードと年⾦⼿帳を持参する。
大学への⼿続き

□ パスポートの出国印のページの写真の提出 出国後すぐ メールで留学⽣係へ提出する。

□ 学⽣証の返却 JAISTを離れる前までに 学⽣⽣活係へ返却する。
郵便局

□ 出国の連絡をして配送物をとめる JAISTを離れる前 在留カードを持参
学⽣寄宿舎に⼊居している場合

□ 退去⼿続き 案内メールに従う 問合せ︓学⽣⽣活係

□ ガスの解約 退去日が決まり次第 問合せ︓株式会社雄神 TEL:076-252-6131

□ ごみ捨て ※ごみを残していかないこと︕ 退去日までに 問合せ︓学⽣⽣活係 粗大ごみは能美美化センターへ持ち込む。
⾦融機関に⼝座を持っている場合

□ ⼝座の解約⼿続き 出国前までに 通帳・印鑑・在留カードを持って窓⼝へ⾏く。

２．修了または退学後に帰国せず⽇本にとどまる場合
①他の市町村へ引っ越す場合

時期 注意事項
⼊国管理局への⼿続き

□ 在留資格の変更 修了する前までに 問合せ︓留学⽣係

□ 「離脱」の届出 修了する前までに 問合せ︓留学⽣係
市役所での⼿続き

□ 転出届 引越しの１４日前から引越しまで
問合せ︓引越し前の市町村役場
在留カードと国⺠健康保険被保険者証を持参する。

□ 転⼊届 引越し後１４日以内 問合せ︓引越し先の市町村役場
大学への⼿続き

□ 学⽣証の返却 JAISTを離れる前までに 学⽣⽣活係へ返却する。
郵便局

□ 転居届 引越し後すぐに 新しい住所が登録された在留カードを持参
学⽣寄宿舎に⼊居している場合

□ 退去⼿続き 案内メールに従う 問合せ︓学⽣⽣活係

□ ガスの解約 退去日が決まり次第 問合せ︓株式会社雄神 TEL:076-252-6131

□ ごみ捨て ※ごみを残していかないこと︕ 退去日までに 問合せ︓学⽣⽣活係 粗大ごみは能美美化センターへ持ち込む。

②現在住んでいる市町村に住み続ける場合
時期 注意事項

⼊国管理局への⼿続き

□ 在留資格の変更 修了する前までに 問合せ︓留学⽣係

□ 「離脱」の届出 修了する前までに 問合せ︓留学⽣係
市役所での⼿続き

□ 転居届 引越し後１４日以内 在留カードと国⺠健康保険被保険者証を持参する。
大学への⼿続き

□ 学⽣証の返却 JAISTを離れる前までに 学⽣⽣活係へ返却する。
郵便局

□ 転居届 引越し後すぐに 新しい住所が登録された在留カードを持参する。
学⽣寄宿舎に⼊居している場合

□ 退去⼿続き 案内メールに従う 問合せ︓学⽣⽣活係

□ ガスの解約 退去日が決まり次第 問合せ︓株式会社雄神 TEL:076-252-6131

□ ごみ捨て ※ごみを残していかないこと︕ 退去日までに 問合せ︓学⽣⽣活係 粗大ごみは能美美化センターへ持ち込む。

学⽣⽣活係 gakusei@ml.jaist.ac.jp

※JAISTを⻑期間離れる場合に必要な⼿続きについては個別に留学⽣係に確認すること

項目

項目

項目

北陸先端科学技術大学院大学 学⽣⽀援課 留学⽣係 ryugaku@ml.jaist.ac.jp

List of necessary procedures when you leave JAIST

１．When you return to your home country after leaving or quitting JAIST
When Note

Immigration Bureau
□ Return a residence card at passport control counter
City Office

□ Notice of moving out "Tensyutsu todoke" from 14 days before the departure date
You need to take your residence card and National
Health Insurance card.

□ Return a National Health Insurance card from 14 days before the departure date
If you take tax return procedure, you need to show
your residene card and a document which shows the
departure date, e.g. air ticket.

□ Withdrawal procedure of National
Pension

from 14 days before the departure date
You need to take your residence card and National
Pension Handbook

JAIST

□ Send a photo of the page which shows
departue stamp on the passport

Immediately after departure Send it to the International Student Section by email 

□ Return a Student ID card Before leaving JAIST Return it to the Student Welfare Section
Post Office

□ Inform the post office of your departure
to stop receiving postal matters.

Before leaving JAIST You need to take your residence card with you.

JAIST Housing
□ Moving out procedure Follow the email notice for the details Contact: Student Welfare Section
□ Cancel a gas contract Before moving out of JAIST Housing Contact: YUSHIN Co. TEL:076-252-6131

□ Clean up your trash  *Do not leave any
trash inside or outside of your room!

Before moving out of JAIST Housing
Contact: Student Welfare Section
*Take large size refuse to Nomi Bika Center

Bank

□ Close a bank account Before leaving Japan
You need to take your bank book, Inkan, and
residence card to the counter.

２．When you continue to stay in Japan after leaving or quitting JAIST
①Move to another city from the current city of residence

When Note
Immigration Bureau
□ Change a residence status Before completing the program at JAIST Contact: International Student Section

□ Submit a form of "Notification of the
accepting organization"

Before completing the program at JAIST Contact: International Student Section

City Office

□ Notice of moving out "Tensyutsu todoke" Within 14 days before moving out
Contact: City office of your moving out
*You need to take your residence card and National
Health Insurance card with you to the office.

□ Notice of Moving in "Ten-nyu todoke" Within 14 days after moving in Contact: City office of your moving in
JAIST
□ Return a Student ID card Before leaving JAIST Return it to the Student Welfare Section
Post office

□ Notice of moving in "Tenkyo todoke" Immediately after moving in
You need to take your residence card that your new
address is described in.

JAIST Housing
□ Moving out procedure Follow the email notice for the details Contact: Student Welfare Section
□ Cancel a gas contract Before moving out of JAIST Housing Contact: YUSHIN Co. TEL:076-252-6131

□ Clean up your trash  *Do not leave any
trash inside or outside of your room!

Before moving out of JAIST Housing
Contact: Student Welfare Section
*Take large size refuse to Nomi Bika Center

②Continue to live in the present address
When Note

Immigration Bureau
□ Change a residence status Before completing the program at JAIST Contact: International Student Section

□ Submit a form of "Notification of the
accepting organization"

Before completing the program at JAIST Contact: International Student Section

City office

□ Notice of moving out "Tenkyo todoke" Within 14 days after moving
Contact: City office
*You need to take your residence card and National
Health Insurance cacrd with you to the office.

JAIST
□ Return a Student ID card Before leaving JAIST Return it to the Student Welfare Section
Post office

□ Notice of moving "Tenkyo todoke" Immediately after moving
You need to take your residence card that your new
address is described in.

JAIST Housing
□ Moving out procedure Follow the email notice for the details Contact: Student Welfare Section
□ Cancel a gas contract Before moving out of JAIST Housing Contact: YUSHIN Co. TEL:076-252-6131

□ Clean up your trash  *Do not leave any
trash inside or outside of your room!

Before moving out of JAIST Housing
Contact: Student Welfare Section
*Take large size refuse to Nomi Bika Center

Japan Advanced Institute of Science and Technology

※Please contact the ISS about the procedures when you are temporarily away from JAIST for long period.

What

What

What

Student Welfare Section gakusei@ml.jaist.ac.jp
International Student Section ryugaku@ml.jaist.ac.jp
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