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 国際教育センターについて
 在留手続きについて

-所属機関変更の届出
-在留期間更新
-在留カード
-資格外活動許可申請
-みなし再入国許可

 留学生室

 この他に---
-留学生就職促進プログラム➡後日お知らせします
-日本語課外講座➡後日お知らせします
-留学生連合会➡後日お知らせします
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留学生就職促進プログラムのご案内

※英語、中国語（簡）、中国語（繁）、韓国語は後日
ToyoNet-ACEでお知らせします
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留学生には以下のサポートをしています

 留学に関する情報収集

 留学カウンセリング

 国際交流ガイダンス＆行事
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場所：白山キャンパス8号館1階

窓口時間：

月～金曜日 9時30分～18時

土曜日 9時30分～13時

※日・祝・夏季休暇・年末年始休暇は閉室

質問がある場合は、窓口時間内に！
8号館
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「活動機関に関する届出」の提出

対象者
東洋大学入学前に留学ビザで大学や日本語学校等に
所属していた者

届出の内容
法務省の「活動機関に関する届出」よりダウンロード
※みなさんが“東洋大学に活動機関を移した”ことを届け出るものです

期限
2020年4月14日
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①

法務省Webサイト
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
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http://www.moj.go.jp/index.html
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
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どちらか一つ
を選ぶ

日本語学校等修了時、
「離脱」の届出を
提出した場合

日本語学校等修了時、
「離脱」の届出を
提出していない場合

②
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いずれか１つ
を選択

③
 インターネット
出入国在留管理庁電子届出システム（出入国在留管理庁電子
届出システムにリンク）を利用して，インターネットにより届出を
行うことができます。
法務省サイト：https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer

 窓口提出
最寄りの地方出入国在留管理官署または外国人在留総合イン
フォメーションセンター

 郵送
在留カードの写しを同封の上，東京出入国在留管理局在留管
理情報部門届出受付担当宛てに送付してください。また，封筒
の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。

（郵送先）
〒１０８－８２５５ 東京都港区港南５－５－３０
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当

（注１） 新型コロナウイルス感染症拡大防止ため、インターネット
または郵送での届出をしてください。

（注２） 4月14日までに届出をしましょう！

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
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2020年度4月より窓口が変更になります！

窓 口：東洋大学グローバルサービス株式会社（TUGS）

場 所：白山キャンパス8号館2階

対応時間：月～金曜日 10時～13時、14時～16時

（メール、電話にてご連絡ください）

電話番号：03-3945-4264

Email ：toyo-pugs@tugs.co.jp
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☑在留資格更新手続き

☑資格外活動申請

学生情報入力

システムに登録された情報を元に申請用紙を大学が作成
法務省Webサイトから申請書をダウンロードして自分で記入する必要はありません！

東洋大学入学後は全員システムに登録されます。イ
ンターネット環境があれば、スマートフォン、タブレッ
ト、パソコンを使ってどこからでもログインできます。

入学後はこのシステムにログインして、登録されてい
る情報に誤りがないか、足りない情報があれば入力
しておいてください。
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ログインID：東洋大学メールアドレス（@toyo.jp）
初期PW：本人の誕生日（YYYYMMDD）

使い方がわからな
い場合は、「HELP」
をクリック

ログイン方法
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STEP 1：期間更新期限の前々月

☑住所変更してませんか
☑資格外活動申請も必要ですか

情報更新・確認メール

システムの申
請者情報更新

7月に期限が切れる場合は、
5月1日にメールが届くよ！
5月末までに必ず学生情報を
更新してね。

在留期間期限の前々月にPUGSから皆さんの大学の
メールアドレスに更新手続きのお知らせが届きます。

※更新時は資格外活動許可申請書
も一緒にPUGSで準備しますので、皆

さんからの申請は不要です。詳しくは
22ページ参照。
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更新許可申請書の受取

白山キャンパス8号館2階
演習室2

プラスその他申請書類の準備

6月1日～6月30日に窓口で申請
書類が受け取れるよ！
学生証も忘れずに持ってきてね。

STEP 2：期間更新期限の前月

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在大学キャンパスへ
の入構禁止です。その期間は申請書を自宅に郵送します。
最新の情報は大学のウェブサイトにて確認してください。



Q:東洋大学入学前に他の教育機関に在籍していましたか？

A：「はい」 A：「いいえ」
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（注）証明書の有効期限は発行から3か月以内です。

❶前教育機関の卒業/修了証明書
❷前教育機関の出席・成績証明書
❸東洋大学の在学証明書
❹東洋大学の成績証明書

※成績が発表されている場合
（例） 在留期限12月30日

在留期間更新手続き10月20日

❶東洋大学の在学証明書
❷東洋大学の成績証明書

※成績が発表されている場合
（例） 在留期限12月30日

在留期間更新手続き10月20日



取得単位が少ない場合・・・

■許可される在留期間が短い

■更新不許可
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（注）出入国在留管理局の審査は年々厳しくなって
いますので、しっかり勉強してください。
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申請書類の提出

入国管理局

入国管理局への申請には自分で行くよ。
在留期限が切れる前に必ず申請をしてね。

手続きをせずに在留期限が過ぎると「不法
滞在」となり処罰が科せられるから注意！！

STEP 3：期間更新期限の当月
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住民票発行、保険証更新

在留カードのスキャン

市役所・区役所

新しい在留カードが発行されたら、区役所/市役所に行き、住民票の発行及び
保険証を更新してください。

新しい在留カードを持って、各キャンパスの担当窓口に来室してください。事
前予約は不要ですが、開室時間を確認の上、来室してください。

引越で住所変更した場合は、学部の教務窓口にも在留カードを提出してくだ
さい。

各キャンパス窓口



キャンパス 担当窓口

白山 東洋大学グローバルサービス株式会社（8 号館 2 階）

朝霞 朝霞事務課学生生活担当（研究管理棟 1 階）

川越 川越教学課学生生活担当（4 号館 1 階）

板倉 板倉事務課学生生活担当（1 号館 1 階）

赤羽台 赤羽台事務課（INIAD HUB-1 1 階）
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現在は全キャンパス入構禁止となっていますので、在留カードのスキャンのために、
各課に来室する必要がありません。解除になりましたら、来室のお知らせをします
ので、その時までお待ちください。
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期間更新・在留資格変更・
在留カード再発行時、
番号が変更になります

在留期間と在留期限を
しっかり確認しましょう
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住所変更登録は14日以内
に区役所/市役所で行って

ください

アルバイトをする場合、

入国管理局で資格外活動
許可を得てください

期間更新・在留資格変更時、
ここにスタンプが押されま
す。在留期間満了日から2

か月を経過するまで有効で
す。
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在留資格「留学」の学生がアルバイトをする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
この場合も、PUGSシステムで行います。

「資格外活動」申請リクエスト

「資格外活動」申請リクエス
ト

入学後初めて許可申請を受ける場合

期間更新手続時に一緒に申請する場合
アルバイト情報を入力

☑通常28時間/週まで
☑長期休暇の場合は1日8時間
☑禁止されているアルバイトじゃ
ないか必ず確認

☑休学する場合はアルバイト不可

更新手続き書類と合わせて入力

入国管理局への申請には自分で
行ってね。
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①

②

【注意】資格外活動のみ申請時に申請リクエストを送信してくだ
さい。更新手続時は一緒に作成するのでリクエストは不要です。



通常は１週間程度で各キャンパス窓口にて受け取り可能です。

⇒受取窓口は19ページ参照

ただし、入構禁止期間は以下のとおり対応を変更しています。

24

学部生・大学院生（昼） 大学院生（昼夜/夜間）

作成した書類をPDFにして、
メール（@toyo.jp宛）で送付

しますので、印刷して入管へ
提出してください。

大学院から発行される書類
「出席状況及び資格外活動
の規程の遵守に係る在籍管
理の整備について」と併せて
申請書類を郵送します。一緒
に入管に提出してください。
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在留カードのスキャン

その他の在留資格変更手続きをした場合も、必ず
更新後の在留カードを各キャンパス窓口へ提示し
てください。⇒提示窓口は19ページ参照

重要

各キャンパス窓口



 夏休み等で一時出国する場合、事前に「再入国許可」
を得る必要はありません。「みなし再入国制度」で出
入国してください。

法務省サイト：http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html

 有効な在留カードとパスポートを保持していることが
必要です。

 在留期限内に日本に再入国してください。
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http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fKVYPHfPJr506M&tbnid=xfd3SxoToCUJiM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.irasutoya.com/2013/06/blog-post_4015.html&ei=pgqhU7SVMYOklQWRoIH4Dg&bvm=bv.69137298,d.dGI&psig=AFQjCNEIhfUR-AWXE3agEdblKjLXEwOptQ&ust=1403149338885711
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html


 空港の出国審査で在留カードとパスポート提示

 再入国出国記録（再入国EDカード）」の出国の意図表
明欄にレ（チェック）にチェック
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 新型コロナウイルス感染症に伴い、日本政府より再入
国にかかわる様々な情報が出ています。状況に応じて
内容が更新されていますので、十分に留意してください。

（関連サイト）
●法務省

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/

●厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html


8号館2階に留学生室があります。

本学に在籍する外国人学生が勉強、休憩、談話等で自由に
利用できるスペースです。学外団体による外国人学生向け
のイベントやアルバイト情報等も設置しています。また、ムス
リムの方のお祈り部屋としても使用しています。

開室時間：月曜日～金曜日11：30～18：00

※授業実施期間の平日のみ
場所：8号館2階
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、現在大学キャンパスへ
の入構禁止です。最新の情報は大学のウェブサイトにて確認してください。



留学生連合会があります。

東洋大学には留学生連合会があり、年間を通して色々
なイベントを実施しています。

留学生連合会については、後日お知らせ致します。
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https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/
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留学生のみなさん
に必要な各種情報
があります
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授業料
減免

奨学金

健康管理

在留資格

就職活動

学生相談

大学の
各窓口

教務・在籍

https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/


 今回お知らせした内容は、後日ToyoNet-ACE「共有情報（留学生）」
でもお知らせします

 その他、留学生に係る様々な情報もお知らせします
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https://www.ace.toyo.ac.jp/ct/login
https://www.ace.toyo.ac.jp/ct/login


各手続きに関する問い合わせは

「外国人留学生の手引き」に記載されています。

分からないことがあれば、各キャンパス担当窓
口に問い合わせてください。

東洋大学国際教育センター
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