FAQ
よくあるご質問

在留資格認定証明書 （COE） 関連
Q.01

在留資格認定証明書 （COE） とは何ですか。
在留資格認定証明書 (Certificate of Eligibility) とは、 「短期滞在」 以外の在留資格で日本に
入国する場合に必要となる証明書で、 日本に入国しようとする外国人の方が、 入国のための条件
に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、 この条件に適合すると認められる
場合に交付されるものです。 COE を在外日本公館よりビザ （査証） の発給を受けて来日します。

Q.02

COE の取得までの手順を教えて下さい。
東洋大学では、 PUGS （東洋大学在留資格申請システム） を使って、 COE 代理申請を受け付け
ます （※）。 海外からの入学予定者は、 出願時に提出したメールアドレス宛に、 PUGS
（noreply-pugs@tugs.co.jp） から手続き案内メールを送付しますので、 メール本文の URL
より、 システムに必要事項を入力、 書類を添付してください。 東洋大学在留資格サポートオフィス
が申請書類作成のサポート、 日本国内の入国管理局への代理申請を行います。
♦在留資格 HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/
（※） 東洋大学では 2 月以降に実施する外国人留学生入試受験者及びその他の入試方式の 2 月 ・
３月入学手続者に対しての代理申請は受付していませんので、 その場合はまずはメールで東洋大学
在留資格サポートオフィス （toyo-putgs@tugs.co.jp） にご相談ください。

Q.03

COE 取得にはどのくらい時間がかかりますか？
申請から COE 交付まで 1 ～ 2 か月かかります。

Q.04

必要な書類を教えてください。
PUGS （東洋大学在留資格申請システム） にて、 必要な書類は確認できます。
下記 URL をご確認ください。
♦在留資格 HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/

Q.05

奨学金がまだ決まっておらず、 経費支弁証明書の情報を入力できません。
奨学金がまだ決まっていない場合は、 銀行証明書を準備してください。

Q.06

複数の奨学金を受給する予定です。 その場合はどのように記入すればいいですか。
経費支弁の 「奨学金」 欄に、 合計金額を入力してください。
また、 それぞれの奨学金を受給する証明書の添付も必要です。

Q.07

観光で何度か日本に来たことがあるので、 パスポート上日本出入国歴スタンプのある
すべてのページをコピーする必要がありますか。
日本出入国歴のある最後のページと顔写真のあるページのみ提出すれば十分です。
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Q.08

自分の国にある日本大使館 ・ 領事館はどこにあるか分からないです。
下記のサイトよりご確認ください。
▶https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

Q.09

COE を送る住所はどこにしたらいいですか？
確実に COE を受け取れる住所にしてください。 郵便事情等で万が一不着になった場合は、 もう
一度申請が必要になります。 その際、 再発送まで 1 ヶ月程かかることもありますので十分気をつけ
てください。

Q.10

いつ COE が発行されたか分かりますか？
PUGS （東洋大学在留資格申請システム） より、 メールとトップ画面で通知されます。 在外日本公
館でビザ （査証） 取得を行って、PUGS （東洋大学在留資格申請システム） より確認してください。

Q.11

COE を受け取りました。 この後はどうすればいいですか ?
1.
2.
3.
4.
5.

Q.12

日本大使館 / 日本領事館でビザ申請
フライトの手配
ビザ （査証） ・ 在留資格認定証明書 （COE） を持参して入国
ビザ （査証） ・ 在留資格認定証明書 （COE） を入国審査官へ提示
在留許可が下りる

ビザの申請のために必要な書類を教えてください。
・ 在留資格認定証明書 （COE）
・ パスポート
・ その他
申請に必要な書類の詳細については、 必ず申請前に日本大使館
または日本総領事館へ確認してください。
♦外務省ホームページ
［日本語］
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html
［English］
https://www.mofa.go.jp/about/emb_cons/over/index.html"

Q.13

COE を受け取ったら、 それを持って渡日すればいいですか？
COE は必ず持ってきてください。 また日本に入国しようとする場合は、 原則として、 自国政府の
発給する有効な旅券 （パスポート） に、 日本国政府の発給するビザ （査証） を受けたものを所持
した上で来日する必要があります。

Q.14

COE 取得後、 いつまでに日本に行く必要がありますか？
COE の有効期間は 3 か月です。 COE 発行日から 3 か月以内にビザ （査証） を取得し、 渡日し
てください。
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Q.15

COE 申請時と異なる日付で日本に入国しても大丈夫ですか。
COE が発行された後であれば、 大丈夫です。

Q.16

COE 申請時と異なる空港から日本に入国しても大丈夫ですか。
同上。

Q.17

在留資格認定証明書 （COE） がなかなか届かないのですが、 状況を教えてください。
COE の郵送には国際郵便を使用しています。
PUGS （東洋大学在留資格申請システム） から送付するメール ( 件名は 【PUGS】 Notification
of Visa application/ 【PUGS】 Visa 申請のお知らせ ) に記載されている追跡番号で配送状
況の追跡が可能です。 指定のウェブサイトにアクセスし、 追跡を行ってください。

Q.18

COE を受け取ってませんが旅行にいってもいいですか？
COE の受け取りができず、 ビザ （査証） 取得が入学までに間に合わない等で入学時点で 「留学」
の在留資格を取得していない場合は、 東洋大学への入学許可は取り消しとなります。 その場合、
大学は責任を一切負えませんのでご注意ください。

Q.19

ビザ免除国から来日します。 COE なしで入国、 留学できますか？
東洋大学に入学する場合は、 必ず 「留学」 の在留資格を取得が必要です。 そのことで生じるトラ
ブルなど一切の責任は、 大学では負えませんのでご注意下さい。

Q.20

すでに 「留学」 ビザを持っている場合はどうすればいいですか？
すでに 「留学」 の在留資格を持っている場合は、 現在の在留資格期限に応じて 「在留期間更新許
可申請」 を行ってください。 申請は在留カードにある満了日の 3 か月前から可能ですが、
東洋大学では PUGS （東洋大学在留資格申請システム） から在留期限の 2 か月前に更新のお知ら
せメールが東洋大学のメールアドレス (＠toyo.jp） に配信されます。 メールを受信したら、 その
指示に従って準備を進めてください。
なお、 東洋大学に入学前に 「留学」 で大学や日本語学校等に所属していた学生は、 「活動機関に
関する届出」 の提出が必要です。 入学後 14 日以内に手続きを完了してください。
詳しくは法務省のページで確認してください。
▶http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html

Q.21

すでに 「定住者」、 「家族滞在」 などの在留資格ビザを持っている場合はどうすればいいですか？
「定住者」 ・ 「家族滞在」 などの在留資格を持っている方は、 東洋大学に入学 ・ 在学することができ
ます。 その場合は特に手続きは必要ありません。 ただし、 留学生対象の授業料減免や奨学金受給
等の各種支援制度の利用を希望する場合は、 「留学」 の在留資格が必要です。 「留学」 の在留資格
へ変更を希望する場合は、 在留資格変更申請が必要になります。 この場合、 PUGS （東洋大学在
留資格申請システム） から申請してください。
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詳しくは以下サイトに添付されている資料 「PUGS システムにおける在留期間更新許可申請方法」
で確認してください。
また、 その他必要な書類については FAQ23 を参照ください。
♦在留資格 HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/"
COE が発行された後であれば、 大丈夫です。
Q.22

すでに 「短期滞在」 ビザを持っている場合はどうすればいいですか？
東洋大学へ入学する学生は、 「留学」 の在留資格が必要です。 「短期滞在」 の在留資格で本学に入
学することはできません。 現在 「短期滞在」 で日本にいる方は、 在留資格認定証明書交付申請を
行い、 原則として一度国外へ出て、 在外日本公館でビザ （査証） の発給を受けた後、 日本に再度
入国してください。
認定証明書交付申請の代理申請を希望する場合は、 メールで東洋大学在留資格サポートオフィス
（toyo-putgs@tugs.co.jp） にご相談ください。

Q.23

現在は 「留学」 以外の在留資格を持っていますが、 留学ビザに変更したいです。 どうすればいいですか。
留学ビザに変更するには、 「在留資格変更許可申請」 を行ってください。 申請方法 FAQ21 を参
照ください。 その際に申請書以外に、 下記の書類をご用意してください。
・ パスポートのコピー
（顔写真及び日本出入国のスタンプのあるページ）
・ 現在所有している在留カードの両面コピー
・ 東洋大学在学中の経費支弁を証明する書類
（あなたの銀行預金残高証明書）
・ 日本語能力を証明する書類 （JLPT などの合格証明書）

Q.24

家族と一緒に来日します。 入国時にビザと COE 以外に必要な書類はありますか？
家族と同時入国される方は、 その後の区役所手続きで以下のいずれか （英訳 ・ 和訳） が必要なの
でお持ちください。
・ 婚姻届受理証明書 １通
・ 結婚証明書 （写し） １通
・ 出生証明書 （写し） １通
・ 上記に準ずる文書
適宜

Q.25

現在日本語学校に通っていますが、 事情があって学校を中退して母国に一旦戻ることになりました。
この後大学で継続的に学習するためにどのようにビザを取得すればいいですか。
3 か月以上留学の活動を行わない場合は、 新たに在留資格認定証明書交付申請を行ってください。

Q.26

観光ビザで日本に来ています。
自分で入国管理局に行って在留資格認定証明書許可の申請しても大丈夫ですか。
はい、 大丈夫です。 ただし、 ビザ （査証） の発給は本国にある日本大使館または日本領事館でし
かできません。 COE を受け取った後、 一度日本国以外へ出国し、 ビザ （査証） の発給申請を受
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けた後、 再入国してください。 現在は、 コロナウイルスの影響もあり帰国が困難な場合が考えられ
ます。 その場合は、 申請の際に 「理由書」 を合わせて提出してください。 また、 短期滞在から変
更をする場合は、 必ず事前に東洋大学在留資格サポートオフィスへ連絡をしてください。

資格外活動関連
Q.27

アルバイトをしたいのですが、 留学生は特別な手続きが必要ですか。
留学生として、 「留学」 の在留資格で日本に滞在する外国人の皆さんは、 原則として就労すること
が認められていません。 アルバイトをするためには、 資格外活動の許可申請を行い、 入国管理局
から許可を受ける必要があります。

Q.28

資格外活動許可とは何ですか。
在留資格が 「留学」 の方は、 通常週 28 時間までアルバイトを行うことができますが、 このアルバ
イト等の活動の許可を受けるための申請を 「資格外活動許可」 といいます。 アルバイトをはじめる
前に、 直接出入国在留管理局に 「資格外活動許可」 の申請が必要です。 一度 「資格外活動許可」
を受けると、 在留期間満了まで、 「資格外活動」 が許可されます。

Q.29

日本に入国するときに出入国港で資格外活動許可申請の手続きができますか？
次のいずれにも当てはまる方を対象として、 出入国港において、 資格外活動許可申請ができるよ
うになります。
・ 新規入国者
※再入国許可による入国者は対象となりません。
・ 「留学」 の在留資格が決定された方
※「３月」 の在留期間が決定された方は対象となりません。
詳しい手続きは入国管理局サイト 「資格外活動許可申請」 にある
「申請書様式」 の 「※新規で入国する学生はこちら 【ＥＸＣＥＬ】」 を確認してください。
▶http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.htm

Q.30

資格外活動許可ではどれくらいまで働けますか？
週につき 28 時間以内
※長期休業 （春季 ・ 夏季 ・ 冬季） 期間中は、 1 日につき 8 時間以内
※制限時間を超えてアルバイトを行った場合、 本国への送還 ・ 罰金 ・ 懲役などの処分を受けること
があります。
絶対にルールを守るようにしてください。

Q.31

入国後アルバイトをしたいです。
出入国港において、 申請する場合は、 FAQ29 を参照してください。
それ以外の方は入国後に入国管理局で資格外活動許可申請の手続きが必要です。
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Q.32

資格外活動許可申請は、 どうやって手続きをしますか。
入国後初めて申請する場合は、PUGS （東洋大学在留資格申請システム） に必要な情報を入力しトッ
プ画面より申請してください。
詳しくは以下サイトに添付されている資料 「PUGS システムにおける在留期間更新許可申請方法」
で確認してください。 また、 その他
必要な書類については FAQ23 を参照ください。
♦在留資格 HELP ページ
https://www.tugs.co.jp/information/toyo_pugs/
在留資格更新時に一緒に申請する学生は、 在留期間更新申請書と一緒に資格外活動許可申請書用
紙を配付しますので、 申請は必要ありません。

Q.33

アルバイトはどこでしてもいいですか？
風営法に定められている風俗営業はできません。 風営法の対象になるのは性風俗店、 パチンコ店、
麻雀店、 ゲームセンター、 キャバレー、 スナック、 バーなどが該当します。
詳しくは 「外国人留学生の手引き Guide for International Students」 の p.36 で確認して
ください。
[ 日本語 ]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/

Q.34

資格外許可をもらいました。 やってはいけないアルバイトの種類がありますか？
同上。

Q.35

不法就労とはどのような場合をいいますか。
不法就労とは次のような場合をいいます。
(1) 我が国に不法に入国 ・ 上陸したり、 在留期間を超えて不法に
残留したりするなどして、 正規の在留資格を持たない外国人が行う収入を伴う活動
(2) 正規の在留資格を持っている外国人でも、 許可を受けずに、
与えられた在留資格以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動

Q.36

大学の講義アシスタント業務をしようと思うのですが、 資格外活動許可は必要ですか。
東洋大学との契約に基づいて報酬を受け行う教育又は研究を補助する以下の活動業務については、
資格外活動許可は不要です。
・ 本学の 「ティーチング ・ アシスタント （TA）」 もしくは
「ステューデント ・ アシスタント （SA）」 ・ 本学の日々雇用職員 （短期） として従事する事務補佐、
技術補佐及び技能補佐業務
・ 本学において実験補助 ・ 資料整理等謝金、 原稿校閲 ・ 校正謝金、
翻訳謝金、 通訳謝金およびチューター （サポーター） 謝金の支給を伴う業務
・ 本学を通じて依頼を受けて活動する小中学校等でのゲストティーチャー
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※これら以外の業務については、 下記へお問い合わせください。
♦東洋大学在留資格サポートオフィス （東洋大学グローバルサービス株式会社）
場所 ： 白山キャンパス 8 号館 2 階
email ： toyo-pugs@tugs.co.jp
Q.37

休学中にアルバイトをしてもいいですか。
休学中は資格外活動許可を取得していても、 アルバイトを行うことは認められていません。

Q.38

どうやってアルバイトを探せばいいですか？
東洋大学では、 「東洋大学アルバイト紹介システム」 （http://www.aines.net/toyo/） でアルバ
イトの紹介しています。
システムの利用方法は 「外国人留学生の手引き Guide for International Students」 の
p.13 ～ 14 で確認してください。
[ 日本語 ]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/
それ以外にもハローワークでも探すことができます。 ハローワークでは英語による相談も受け付け
ていますが、 事前の予約が必要です。

Q.39

アルバイト先が決まっていなくても資格外活動許可の申請はできますか。
申請することができます。
申請書の 「12. 他に従事しようとする活動内容」 及び 「13. 勤務先」 は 「未定」 と書いてください。

Q.40

在留期間更新をしたいのですが、 どうすればいいですか？
在留期限の 2 か月前の１日に東洋大学 （＠toyo.jp） 宛に PUGS
（noreply-pugs@tugs.co.jp） から手続き案内メールを送付しますので、 ログインして自分の
情報を更新してください。
翌月１日以降、 各キャンパス窓口にて申請書を配付します。
その後、 自分で入国管理局に行き手続きをしてください。
詳しくは、 「外国人留学生の手引き Guide for International Students」 の p.32 ～ 33 で
確認してください。
[ 日本語 ]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/
ただし、 コロナウイルス感染症の影響により入講禁止期間中は PUGS に入力されたご自宅の住所
に郵送します。

Q.41

在留期間更新の手続きはいつからできますか。
この手続きは、 在留期間満了日の 3 か月前から受け付けていますが、 東洋大学の在留期間更新手
続きの流れは、 FAQ40 で確認してください。
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資格外活動関連
Q.42

在留期間更新に必要な書類を教えてください。
在留期間更新に必要な書類は以下の通りです。①と②は PUGS （東洋大学在留資格申請システム）
で作成し、 配付しますが、 それ以外の書類は自分で準備してください。
①在留期間更新申請書 （5 枚）
②資格外活動許可申請書 （１枚）
③在学証明書
④成績証明書
⑤経費支弁に関する書類
⑥パスポート
⑦在留カード
⑧学生証
⑨写真 1 枚 （３㎝ ×４㎝）
詳しくは、 「外国人留学生の手引き Guide for International Students」 の p.32 ～ 33 で
確認してください。
[ 日本語 ]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international-exchange/international/guide/
[English]
https://www.toyo.ac.jp/en/international-exchange/international/guide/

Q.43

日本語学校 （他大学） から入学して、 すぐに在留更新をしたいのですが、
成績証明書はどうしたらよいですか？
直前の学期の成績証明書が必要ですので、 日本語学校 （他大学） の成績証明書を取り寄せてくだ
さい。 また、 卒業証明書と出席証明書も必要です。

Q.44

日本語学校 （他大学） から入学して、 すぐに在留更新をしたいのですが、
成績証明書はどうしたらよいですか？
手続き方法は大学 HP で確認してください。
▶https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/academics/student-support/request/certificate01/

Q.45

在留期間更新のために、 成績証明書が必要ですが発行できません。
代わりになるものを発行してもらえますか。
Ａ： 学業状況証明書
（対象） 博士課程学生
Ｂ： 研究活動内容証明書
（対象） 研究生、 前学期に [ 研究生 ] だった正規の学部 ・ 学府生、 過去に研究生の期間があり、
一度も 「研究活動内容証明書」 を入管へ提出したことのない学部 ・ 学府生

Q.46

研究者なのですが、 在留期間更新の手続きのために、 在籍証明書が必要です。
在籍証明書はどこで発行してもらえますか。
所属する研究院等の庶務担当係に申し込んでください。
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資格外活動関連
Q.47

留学生ですが、 在留期間更新の手続きのために、 在学証明書が必要です。
どこで発行してもらえますか。
手続き方法は大学 HP で確認してください。
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/academics/student-support/request/certificate01/

Q.48

在留期間更新申請中の場合、 私のパスポートは地方入国管理局等が保管するのですか。 申請中
パスポートを私が持っていていいのであれば、 申請中でも一時的に海外へ行くことはできますか。
在留期間の更新申請中、 地方入国管理局等があなたのパスポートを保管することはありません。
在留期間の更新申請中でも、 再入国許可 （みなし再入国許可を含みます。） により出入国することが
できます。 ただし、 在留期間の更新申請後に再入国許可 （みなし再入国許可を含みます。） により出
国した場合は、 在留期限から２か月を経過する日までに再入国して、 在留期間の更新申請の処分を受
ける必要があります。

Q.49

在留期間更新の手続きの後どれくらいで新しい在留カードは発行されますか？
おおよそ２週間から１か月程度です。

在留資格変更
Q.50

日本へ来て語学学校へ通っていましたが、 その後大学に入学することになりました。
入国管理局へ何か届出は必要ですか。
東洋大学に入学前に 「留学」 で大学や日本語学校等に所属していた
学生は、 「活動機関に関する届出」 の提出が必要です。
入学後 14 日以内に手続きを完了してください。
詳しくは法務省のページで確認してください。
▶http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00014.html
※該当フォーマット ： 【A】 または 【B】 のいずれか一つ
【A】 「(2) 活動機関から離脱する場合の届出」 をすでに提出した場合
➡「(3) 活動機関の移籍があった場合の届出」
【B】 「(2) 活動機関から離脱する場合の届出」 をまだ提出していない場合
➡「(4) 活動機関の離脱と移籍の届出」

在留カード
Q.51

在留カードは常に持ち歩くべきですか。
在留カードを持っている方は、 在留カードを常に携帯してなければなりません。 この携帯義務に違
反すると２０万円以下の罰金となるのでご注意ください。 しかし以前まで義務付けられていた旅券
（パスポート） の携帯は免除されます。
まだ外国人登録証明書をお持ちの方は、 これまでと同様に外国人登録証明書を常時携帯してくだ
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在留カード

さい。 また、 １６歳未満の外国人と特別永住者は、 在留カード ・ 外国人登録証明書 ・ 特別永住者
証明書 ・ 旅券 （パスポート） の携帯義務は免除されています。

特定活動
Q.52

大学を卒業するのですが、 就職先が決まっていません。 就職活動を続けたいのですが、
在留資格は 「留学」 のままでいいですか。
学部の正規課程を卒業／修了し、 在学中に就職先が決まらず、 卒業 ・ 修了後も引き続き就職活動を
行う場合は、「（継続就職活動のための） 特定活動」 という在留資格に変更する必要があります。 「留学」
の在留資格を保持したまま就職活動を行うことはできませんので、 必ず資格変更手続きをしてくださ
い。 変更手続きが完了したら、 大学へ必ず報告の連絡をしてください。
※聴講生、 科目等履修生及び研究生は申請できません。 また、 「単位取得退学」 の扱いとなった方は、
本制度を利用し、 「特定活動」 の在留資格へ変更することはできません。 ご注意ください。

Q.53

「（継続就職活動のための） 特定活動」 の在留資格に変更するために必要なものは何ですか。
「（継続就職活動のための） 特定活動」 申請には、 大学の推薦状が
必要です。 まずは推薦状発行希望について、 メールで在留資格
サポートオフィス （toyo-pugs@tugs.co.jp) へ依頼してください。
その際、 以下の書類のデータを送ってください。
①学生証
②在留カード
③就職活動に関する資料
④卒業見込証明書または卒業証明書
⑤経費支弁に関する資料
書類を確認し推薦状発行の許可が大学より得られましたら、 メールで連絡しますので、 PUGS （東
洋大学在留資格申請システム） に特定活動への資格変更に必要は情報を入力の上、 トップ画面より
「特定活動」 の依頼申請をしてください。 推薦状と申請書類を一緒に配付します。 詳しくは、 「外国
人留学生の手引き Guide for International Students」 の p.41 ～ 42 で確認してください。
[ 日本語 ]
https://www.toyo.ac.jp/ja-JP/international- exchange/international/guide/

Q.54

『（継続就職活動のための） 特定活動』 の在留資格では、 どのくらい日本に滞在することができますか。
6 ヶ月間の滞在が可能となり、 更に在留期間の更新が認められれば、 最長で 1 年程度の滞在が可
能となります。
※はじめの 6 ヶ月経過後に在留期間の延長を申請する場合は、 再度同じ手続 ・ 書類が必要です。
大学の推薦状発行に必要な活動記録等はきちんと残しておきましょう。 また、 地方公共団体が実
施する就職支援事業 （インターンシップ） の対象者となれば、 更に最大 1 年間 （計 2 年間） の更
新が認められます。

Q.55

在留資格を 「（継続就職活動のための） 特定活動」 に変更した後もアルバイトをしても大丈夫ですか。
-10-

FAQ
よくあるご質問

特定活動

「留学」 から 「（継続就職活動のための） 特定活動」 に在留資格変更手続きを行う際に、 資格外活
動許可申請を行い、 認められればアルバイトをすることが可能です。
Q.56

今年 3 月末に大学を卒業し、 「（継続就職活動のための） 特定活動」 の在留資格で就職活動を
行っていた留学生です。 就職が決まったのですが、 入社は来年の 4 月です。
在留資格は 『（継続就職活動のための） 特定活動』 のままで良いのでしょうか。
「（継続就職活動のための） 特定活動」 の在留資格を得て就職活動中に内定を得た方で、 入社が来年
度に決まった方は、 入社までの期間は、 「（内定者のための） 特定活動」 という在留資格に変更する
必要があります。 この手続きは大学では出来ませんので、 ご自身で行ってください。

その他
Q.57

家族を日本に呼んで、 一緒に暮らそうと思っています。 どんな手続きが必要ですか。
家族を日本に呼び寄せる場合、 あなたが日本での生活に慣れ、 住居を探した上で呼ぶことが望まし
いです。 夫婦や家族で来る場合は、 必ず事前に指導教員の同意を得てください。 家族 （配偶者・子）
が 90 日を超えて滞在する場合は、 入国管理局で 『家族滞在』 の 「在留資格認定証明書」 を申請し
てください。 交付された証明書は本国の家族に郵送してください。 家族がこの証明書を持って在外
の日本大使館または領事館で手続きを行うことで、 早期に 「家族滞在」 ビザ （査証） を取得するこ
とができます。
証明書の有効期限は 3 ヶ月のため、 期間内に入国することが必要です。 また、 「家族滞在」 の在留
資格を持つ家族が来日した後、 住居地のある市区町村窓口にて手続きが必要です。 事前に結婚証明
書や出生証明書の原本と日本語の訳文を準備してください。

Q.58

子どもが生まれました。 入国管理局へ出産の届出は必要ですか。
生まれた子どもが 60 日を超えて日本に滞在する場合は、 在留資格を取得する必要があります。 出
生した日から 30 日以内に、出産証明書または出生届受理証明書を持って入国管理局にて申請を行っ
てください。

Q.59

子どもが生まれました。 区役所へ出産の届出は必要ですか。
子どもが生まれた日から 14 日以内に住居地のある地区町村窓口にて出生の届出を行ってください。
手続きには出産証明書 （医師が作成したもの）、 母子健康手帳が必要です。

Q.56

夏季休暇や冬期休暇などの長期休みに帰国したいのですが、
再入国のための特別な手続きが必要ですか。
有効なパスポートと在留カードを所持しており （※1）、 夏季休暇や冬期休暇などの長期休みに帰国す
る場合は、 「みなし再入国制度」 の利用が可能なため、 「再入国許可」 の取得は不要です。 ただし、
出国後 1 年以内 （※2） に再入国することが必要です。
（※1） 「在留カードを後日交付する」 と記載されたパスポートや、
外国人登録証明書 （みなし在留カード） を所持する場合にも、
みなし再入国許可制度の対象となります。
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その他

（※2） 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する必要があり
ます。
日本を出国する際、 空港の出国カウンターで在留カードを提示するとともに、 「再入国出国記録 （再
入国 ED カード）」 に 「一時的な出国であり再入国する予定」 である旨の意思表明欄にチェックし
てください。 日本国外滞在中に在留期限が切れる場合、 新たに在留資格を取得しなければ入国で
きなくなるので注意してください。
みなし再入国制度と再入国出国記録 （再入国 ED カードに関する情報） は以下の法務省 Web サ
イトをご確認下さい。
※みなし再入国制度
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/minashisainyukoku.html
※再入国出国記録 （再入国 ED カード）
http://www.immi-moj.go.jp/re-ed/EDcard_leaf_ja.pdf
「留学」 から 「（継続就職活動のための） 特定活動」 に在留資格変更手続きを行う際に、 資格外活
動許可申請を行い、 認められればアルバイトをすることが可能です。
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