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

-住民登録の書類作成 Resident registration paperwork -

NUFS



パスポート、在留カード、黒のボールペンを用意して下さい。
Please be ready with your passport, residence card, and a black ballpoint pen.

いくつかの書類は複写紙ですので、書類を重ねて書かないでください。
Please do not write the documents on top of each other, as some documents are carbonless 
copy papers.

書類には既に皆さんの情報が記入されています。間違えるとガイダンス後に新しい書類を作成
することになりますので、それぞれの書類の説明を聞いてから記入して下さい。
Your information is already filled in the forms. If you make a mistake, we will have to 
make a new form after this guidance, so please listen to the explanation of each form 
before filling it out to avoid mistakes.

全ての書類を書き終わったら、まとめて回収します。
書き終わった書類は横に置いておいてください。
After all the paperwork has been filled out, we will collect them all together.
Please keep the completed documents beside you.
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作成する書類 Documents to be prepared

1. 住民票異動届
Resident registration form

2. 国民健康保険被保険者資格届（住民票異動届の3ページ目）
Application Form for National Health Insurance 
(Page 3 of the resident registration form)

3. 個人の市民税・県民税申告書
Declaration Form for Municipal and Prefectural Inhabitant Tax

4. 国民年金保険料免除申請書
Application Form for National Pension Contribution Exemption

5. 代理権授与通知書
Letter of Attorney
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①住民票異動届
Resident registration form

国際交流課でほとんどの項目を記
入済みです。在留カードに記載さ
れている通りに、4つの赤枠へ記入
しましょう。日本語での記入が望
ましいですが難しければ英語でも
構いません。

Most of the items have already 
been filled out by a staff of the 
International Office. 
Fill in the four red boxes as 
indicated on your residence card. 
It is preferable to fill in the form 
in Japanese, but if it is difficult, 
English is also acceptable.
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B. 在留カード番号
Resident card number

D. 在留期間の満了日
Expiration date of period of stay

C. 在留期間
Period of Stay

B

DC

A. 日本に到着した日
Date of arrival in Japan

A



②国民健康保険被保険者資格届
Application Form for National 
Health Insurance

①の住民票異動届の3ページ目です。

赤枠の中に在留カードに記載されてい
る通りに氏名を記入してください。

This is the page 3 of the ① Resident 
registration form.

Fill in your name exactly as it appears 
on your residence card in the red box.
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ここにアルファベットで氏名を記入して下さい。（署名ではありません。）
Write your name here.  [Family, First, Middle]  “NOT your signature”



③個人の市民税・県民税申告書
Declaration Form for Municipal and 
Prefectural Inhabitant Tax

このフォームは、学生であり収入が無い
ことを申告して、税金を免除してもらう
ための書類です。
赤枠内にパスポートと同じ署名をしてく
ださい。

This form is to declare that you are a 
student and have no income and to 
obtain a tax exemption. 
Sign your name as it appears on your 
passport in the red box.
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パスポートと同じ署名をしてください。
Sign your name as it appears on your passport.



④国民年金保険料免除申請書
Application Form for National Pension 
Contribution Exemption

国民年金の免除を希望する学生は、氏名欄に氏名を
記入して提出してください。
Students who wish to be exempted from the 
National Pension should submit this form with 
their name written in the name field.

国民年金への加入を希望する学生は、欄外に「氏
名」と「加入して保険料を支払います」と記入して
ください。氏名欄には記入しないでください。
Students who wish to join the National Pension 
should write their “name” and their intention to 
join "I will join and pay premiums" in the white 
space. Do not fill in the name field.
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ここに氏名を記入して下さい。（署名ではあり
ません。）
Write your name here.  [Family, First, Middle]  

“NOT your signature”



⑤代理権授与通知書
Letter of Attorney

代理権授与通知書の「本人」欄を記入して下さい。
Fill in the “Registrant” field on the Letter of Attorney.

「住所」・・自分の寮にチェックを入れて、
部屋番号を記入してください。

「名前」・・アルファベットで「姓、名、ミドルネーム」の順に
記入してください。

「生年月日」・・「年、月、日」の順に記入してください。
（例：2000/01/01）

Address: Check the box for your dormitory and enter the room 
number.

Name: Write your Family name, first name, and middle name 
in this order in the alphabet.

Date of Birth: Enter the year, month, and day in this order.
(e.g. 2000/01/25)
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１番の書類が上に来るように順に重ねてクリアファイルへ入れ、
その上にパスポートと在留カードを入れてください。RAが回収します。

Place all documents in a clear file, stacking them in order with the first one on top and 
place your passport and residence card on the top of the documents. RA will collect them.

1. 住民票異動届
Resident registration form

2. 個人の市民税・県民税申告書
Declaration Form for Municipal and Prefectural Inhabitant Tax

3. 国民年金保険料免除申請書
Application Form for National Pension Contribution Exemption

4. 代理権授与通知書
Letter of Attorney

+パスポート、在留カード Passport and Residence card
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パスポートは明日の午後にお返しします。準備が出来たらEmailでお知らせします

ので、国際交流課へ取りに来てください。

一緒に在留カードのコピーもお渡ししますので、在留カードを受け取るまでコピー

を常に携帯してください。

Your passport will be returned tomorrow afternoon. We will email you when it is 

ready. Please come to the International Office to pick it up.

You will receive a copy of your residence card along with your passport. Please 

keep the copy with you at all times until you receive your residence card.
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日進市役所で住民登録が完了したら、在留カードと国民健康保険証をお渡しします。その

時にはメールでお知らせします。約2週間かかります。

お渡しする前に国際交流課でコピーをとりますのでご了承ください。

Once your resident registration has been completed at Nisshin City Hall, you will 

receive your Residence Card and National Health Insurance Card at the International 

Office. We will notify you by email when it is available. It takes about 2 weeks.

Please note that the International Office will make a copy of them before giving to you. 
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在留カードを受け取ったら、各自でゆうちょ銀行の口座開設の申し込みをしてください。

申し込んでから1～2週間後にキャッシュカードが郵便で届きますので、受け取ったら大

学へ銀行口座を登録するための手続きを行ってください。

詳しくは、本日午後に皆さんにお知らせするウェブサイトにある説明書を確認してくださ

い。

After receiving your residence card, apply to open a Japan Post Bank account on your 

own. You will receive a cash card in the mail 1 to 2 weeks after you apply. Once you 

receive it, complete the procedures to register your bank account with NUFS.

For more information, please review the instructions on the website, which will be 

provided to everyone this afternoon.
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本日のガイダンスは以上です。
お疲れさまでした。

安全と健康に気をつけて、
日本での滞在を楽しんで下さい！😊

Today's guidance is now finished.
Thank you for your cooperation.

Please take care of your safety and health, 
and enjoy your stay in Japan! 😊

国際交流課 International Office
incoming_gg@nufs.ac.jp

Tel. 0561-75-1756
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