
2022年度秋学期
Fall semester 2022

交換留学生オリエンテーション
Orientation for new incoming exchange students

-日本での学生生活 Student Life in Japan –

★机の上の書類は指示があるまで記入しないでください。★
★Do not fill in the documents on the desk until instructed to do so. ★



NUFSへようこそ！
Welcome to NUFS! 

机の上のNUFSのボールペンと扇子は皆さんへのプレゼントです。ぜひ使ってください。
The NUFS ballpoint pen and folding fan on the desk are gifts for everyone. 

Hope you like them!



本日の資料と交換留学生ハンドブックが掲載された
ウェブサイトのURLを本日午後にEmailでお送りします。

よく確認して、分からないことがあったら
国際交流課へ問い合わせてください。

We will email you this afternoon the URL of the website 
containing today's documents and the exchange student 

handbook. 
Please check them carefully and contact the International 

Office if you have any questions.



まず最初に、
受講確認書を記入してください。
クリアファイルの上で書かないで
ください。複写紙が含まれています。
記入後にRAが回収します。

First of all, 
please fill out the Confirmation of 
Enrollment form.
Do not stack it on top of a clear file
as it contains carbonless copy papers.
The RAs will collect it after you fill it out.
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1.

国際交流課

International Office
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国際交流課

International Office

日本での生活について相談があれば、お気軽に国際交流課へお越しください。

場所：コミュニケーションプラザ3階

オフィスアワー：月曜～金曜、午前9時～午後5時
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mailto:incoming_gg@nufs.ac.jp


国際交流課内に皆さんのメールボックスを設置しています。お知らせ等を配付するこ
とがありますので、定期的に確認してください。
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2.

在留資格に関する注意事項

Important Points of Residence Status

10



在留資格「留学」

Student Visa
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みなさんは「留学」の在留資格を許可されて日本へ入国しています。

在留資格「留学」は、日本の教育機関で学ぶことを目的とした在留資格ですので、
次ページの事項に注意して生活して下さい。在留資格「留学」の目的以外の活動
をした場合は、在留資格が取り消され、直ちに帰国しなければいけなくなります。



(continued from previous page：在留資格「留学」Student Visa)
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在留資格「留学」を保持するために以下の事項を守って下さい。

・毎週10時間以上、名古屋外国語大学の授業を履修する
・授業を欠席しない
・病気等のやむを得ない理由で授業を欠席する場合は、必ず事前に担当教員へ連絡する
・日本で働かない（学内のランゲージラウンジのチューターは可）
・名古屋外国語大学での留学が終了したら、1週間以内に帰国する

・
・
・

・
・



在留カード

Residence Card
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日本入国時に空港で受け取った在留カードは日本滞在中の身分証明書ですので、
常に携帯して下さい。

在留カードを紛失した場合は再発行の手続きが必要ですので、国際交流課へ連絡
して手続き方法を確認してください。

留学を終えて帰国する時には、空港で在留カードを返納してください。留学中に
一時的に日本を離れて戻ってくる予定がある場合は返す必要はありません。



みなし再入国制度
Special Re-entry Permits (temporary departures from Japan)
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留学期間中に一時的に日本を離れる場合は、日本を出る時と再来日する時に必ず
パスポートと在留カードを入国出国審査官に提示してください。

また、日本から出国する空港で「再入国出国記録（再入国用EDカード）」の
「再入国する予定です」という欄にチェックを入れてください。チェックを入れ
ずに出国すると留学ビザが無効になりますので注意しましょう。



3.

日本の生活を始めるための注意事項

Important Points to start a New life in Japan
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学生証

Student ID card

学生証は本学の学生であることを証明する身分証明書ですので、常に携帯して下さい。

学生証で本学のスクールバス（上社駅行き、赤池駅行き）へ乗車することが出来ます。
1乗車200円です。スクールバスの利用料は翌月に皆さんの銀行口座から引き落とされま
す。

また、図書館を利用する際に学生証が必要です。図書館の利用は無料です。

正規課程の学生は学生証で学内のカフェテリアやコンビニで支払いが出来ますが、皆さ
んは短期間の在籍のため出来ませんのでご了承ください。キャンパスでの支払いは現金
を使用してください。コンビニはクレジットカードや電子マネーも使用できます。
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NUFS宿舎

NUFS Dormitory

みなさんは名古屋外国語大学の留学生宿舎で生活することになります。宿舎のルール
を守って生活しましょう。

各宿舎では管理人やレジデント・アシスタント（RA）が皆さんの生活をサポートしま
すので、困ったことがあったら気軽に相談して下さい。
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https://www-e.nufs.ac.jp/interchange/incoming/housing/housinghandbook/


交換留学生奨学金

Exchange Student Scholarship

名古屋外国語大学奨学金は、毎月20日頃に奨学金から宿舎の家賃等を差し引いた金額
が銀行口座へ振り込まれます。

奨学生は「名古屋外国語大学交換留学生奨学金規程」を遵守して下さい。

名古屋外国語大学交換留学生奨学金規程
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https://www-e.nufs.ac.jp/media/20210215-164401-188.pdf
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住民登録

Resident Registration

日本に住むためには、まず住民登録をする必要があります。

このガイダンスの後で国際交流課が皆さんのパスポートと在留カードを預かって、日
進市役所へ申請します。住民登録の手続きは2週間程度で完了します。

パスポートは明日の午後にお返しします。

在留カードは市役所の手続きが完了したらお返しします。パスポートと一緒に在留カ
ードのコピーを渡しますので、カードを受け取るまではそれを携帯して下さい。
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銀行口座

Bank Account

家賃の支払いや奨学金を受け取る為に、日本の銀行口座を開設する必要があります。
来日してすぐに開設できる銀行は「ゆうちょ銀行」のみですので、この銀行の口座を
開設して下さい。

既に「ゆうちょ銀行」もしくは「三菱UFJ銀行」の口座を持ってる場合は、新たに開
設する必要はありませんので、通帳のコピーを国際交流課へ提出してください。
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銀行口座開設方法

How to Open a Bank Account

住民登録後の在留カードを国際交流課で受け取ったら、
「ゆうちょ口座開設アプリ」をスマートフォンにダウンロードして、そのアプリを使って
申し込んでください。

＜必要なもの＞・在留カード（住民登録後） ・パスポート ・NUFSの学生証

詳細は午後にお知らせするオリエンテーション資料URLをご確認ください。

・
・ ・
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銀行口座開設方法

How to Open a Bank Account

アプリは、ICチップの読み取り機能（NFC機能）があるスマートフォンで利用できます。

＜対応OS＞ iPhone：iPhone7以降かつiOS13.X～15.X
Android：Android6.X～12.X

海外で購入したAndroidスマートフォンは使用できない場合があります。その場合は、
友人にスマートフォンを借りるか、ゆうちょ銀行の窓口で口座開設の手続きをしてくだ
さい。窓口は日本語でのみ対応しますので、日本語が得意でない学生は日本人の友人
（バディ等）に一緒に行ってもらうと良いでしょう。

＜ ＞ ～
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キャッシュカードが届いたら

When you receive your cash card

口座開設の申し込みをしてから１～2週間でキャッシュカードが郵便で届きます。

(1) キャッシュカードのコピー（写真可）をEmailで送ってください。
(2) キャッシュカードを持って国際交流課へ行き、銀行の「署名登録申請書」と

「自動払込利用申込書」を記入して下さい。
この時、通帳がある学生は通帳も持ってきてください。

(3) キャッシュカードと在留カード、「署名登録申請書」を持って、ゆうちょ銀行
の窓口へ行き、署名の登録を行ってください。
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健康管理

Taking care of your health

海外での生活は、自分で想像する以上にストレスを感じることがありますので、定期
的にストレス解消のための気分転換を行うようにしましょう。健康維持のために規則
正しい生活や栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

病気や怪我で手助けが必要な場合には、レジデント・アシスタントや国際交流課へ連
絡してください。

また、本学には日本語で対応する心理カウンセラーが常駐しており、英語のカウンセ
ラーも月に2回程度対応しています。カウンセリングは予約制です。英語カウンセラー
の対応日時については国際交流課前や寮の掲示板に貼ってあります。
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国民健康保険

National Health Insurance

留学生は必ず日本の国民健康保険に加入しなければいけません。市役所で住民登録を
する際に一緒に加入手続きを行い、国民健康保険証が発行されますので、病院を受診
する際は必ず提示しましょう。

みなさんが支払う保険料は月額1,000～2,000円です。病院で保険証を提示すると、医
療費の70%が減額されます。

加入の2～3ヶ月後に市役所から郵便で保険料の振込用紙が届きます。皆さんは帰国す
る時にまとめて市役所で支払うことが出来ますので、それまで保管してください。
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国民年金制度

National Pension System

日本に住所を有する20歳～59歳の人は、国籍や滞在年数に関係なく、すべて日本の公
的年金制度である国民年金に加入し、法律で定められた保険料を納めなければなりま
せん。ただし、保険料の納付が経済的に困難な場合は、保険料免除の申請をすること
ができます。免除を希望する学生は免除申請書を提出してください。この申請書はこ
の説明の後で記入していただきます。

国民年金制度の仕組み

27

https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/index.html


4.

交通ルール、防犯、防災、その他

Traffic Rules, Crime & Disaster Prevention, Others
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日本の交通ルールは、皆さんの国のルールと異なる点がありますので、必ず以下リンクで
確認して、ルールを守って生活しましょう。

日本の交通ルール（多言語）

・歩行者は右側通行、自転車は左側通行です。

・歩行中は車や自転車に注意して、必ず信号を守りましょう。

・日本では自転車は車両として扱われます。車道の左端を通行し、信号を守りましょう。

日本の交通ルール

Traffic Rules in Japan

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/tagengo-top.html
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/trafficsafety/traffic_safety_en.pdf
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日本は比較的安全な国と言われますが、犯罪や事故などの危険がゼロではありません。日ごろから防犯
対策を心がけましょう。

・部屋に鍵をかけましょう
・夜間の一人歩きはやめましょう
・ひったくり被害にあわないように気を付けましょう
・詐欺や悪徳商法などの被害にあわないように気を付けましょう
・不審者に後をつけられたら、人がいる場所へ移動したり、大声で助けを呼んで走って逃げましょう
・差し迫った危険にさらされていると感じた場合は、すぐに警察に連絡しましょう

日本の警察緊急電話番号：

・
・
・
・
・

・

防犯

Crime Prevention
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日本は地震の発生が多い国です。日本滞在中に地震が起こった時の対応方法を以下の動画
で確認しておきましょう。

地震の時 気を付けること、用意すること（多言語）

防災_地震

Disaster Prevention_Earthquake

https://www.youtube.com/channel/UCM1v292Dabsv-zge2NOwD2A
https://www.youtube.com/watch?v=BLEPakj1YTY
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：防災 地震

愛知県がある地域には、将来、大きな地震「南海トラフ地震」が来ると予想されています。
詳しく知りたい場合は、以下リンクの動画もご覧ください。

南海トラフ地震

名古屋外国語大学のある日進市は海岸から遠いため、津波の被害は想定されていませんが、
建物の倒壊や火災等に巻き込まれないよう、地震が発生した時の行動について覚えておき
ましょう。

https://www.youtube.com/watch?v=hcfmf_yFNaQ
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日本は台風の多い国です。台風が来る前には、ニュース等で情報を確認して対策しましょう。

台風に備えよう

防災_台風

Disaster Prevention_Typhoon

https://www.nic-nagoya.or.jp/en/disaster-preparedness/backnumber/disaster_preparedness/2019/06260800.html


34

災害はいつやってくるか分かりません。
電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、飲料水や保存の効く食料などを備蓄
しておきましょう。

飲料水 日分（ 人 日 ～ リットル）
非常食 日分（缶入りクラッカー、缶詰食品、チョコレートなど調理せずに食べられるもの）
日用品 トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそくなど

食料・飲料・生活必需品の備蓄

Stock up on Water, Food and Daily necessities
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もし、日本滞在中に新型コロナウイルスと思われる症状がでたら、他の人と接触しないよう注意
して宿舎の自分の部屋から出ずに、宿舎管理人、 、もしくは国際交流課へ電話か で連絡
してください。

その後は大学、宿舎管理人の指示に従って病院を受診して、個人の責任において治療してくださ
い。

母国の家族や在籍校へ連絡して状況を伝えて指示に従いましょう。個人情報ですので、本人の希
望が無い限り本学から学生の在籍校へ連絡しません。

新型コロナウイルスに感染したかも？と思ったら
If you may have been infected with the new coronavirus
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以下のリンクから、本日の資料と交換留学生ハンドブックをダウンロードできます。
資料と交換留学生ハンドブックをよく読み、質問があれば国際交流課へ問い合わせてくださ
い。重要な事項が記載されていますので必ず読んで理解して下さい。
このリンクは後程 でお送りします。

＜オンラインオリエンテーション ＞

その他詳細

More Details

https://www-e.nufs.ac.jp/interchange/incoming/orientation/


これから 分間休憩とします。
休憩の後で住民登録の書類を作成しますので、

分後に戻ってきてください。

お手洗いはこの部屋を出て左の階段を上ったところにあります。


