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4. 在留関係

（1）日本に入国したとき

在留期間が３ヵ月を超える外国人には、「在留カード」が交付されま

す。

※在留カードは常に携帯しなければなりません。

また、記載事項に変更が生じた場合や所属する教育機関から移籍

または離脱した場合には、 入国管理局への届出が必要です。

関連リンク

〇出入国在留管理庁電子届出システム

〇国際教育課ウェブサイト（渡日後14日以内におこなう手続き）
在留カードの有効期
限切れに注意！

許可がなければ

アルバイトはできません！

https://www.ens-immi.moj.go.jp/NA01/NAA01S/NAA01STransfer
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/news/7070/%20%E2%80%8E


Non-Japanese who have been in Japan for more than three months 
will receive a "Residence Card.”

The resident card must be carried at all times.
When there is a change in the information on the card, or when 
changing or leaving the educational institution to which one 
belongs, the notification must be made to the Immigration Bureau.

Related Links

〇 The Immigration Services Agency's e-Notification System Web Portal

〇 Global Education Section
※Information on the procedures to be followed within 14 days of arrival in Okinawa.

Check the expiration date 
of your residence card.

"就労不可" means 

unable to work.
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https://www.isa.go.jp/en/publications/materials/i-ens_index.html
https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/news/7070/%20%E2%80%8E


マイナンバーとは、住民票を有する全ての人に1人1つの番号が通知される制度

です。仕事を始める時など、日本で生活していく上で必要になる大切な番号です。

新たに海外から日本に入国し、住民登録の手続きをした方には、個人番号カー

ド交付申請書が住民票の住所に届きます。交付申請書をもとに、居住地の市町

村役場やインターネットなどで、顔写真付きのマイナンバーカードを申請すること

が可能です。

関連リンク

〇マイナンバーカード総合サイト

4. マイナンバー制度

(2) マイナンバー・カード

https://www.kojinbango-card.go.jp/


My Number is a system under which all people who have a resident 
registration are notified of one number for each person. This is an important 
number that you will need when you start a job or otherwise live in Japan.

Those who have newly entered Japan from overseas and completed the 
resident registration procedures will receive an application form for issuance of 
a personal number card at the address on their resident card. Based on the 
application form, you can apply for a My Number Card with your photo at the 
municipal office of your residence or on the Internet.

Related Links
〇 MY Number System
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Personal Identity Number Card

https://www.kojinbango-card.go.jp/
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（3）アルバイトについて

✓ 勉強の障害にならないこと。

✓ 留学中の学費や必要経費を補う目的であって、貯金や仕送りのためではないこと。

✓ 風俗営業ではないこと。

✓ １週２８時間以内（長期休業期間中は１日８時間 週４０時間以内）であること。

入国した空港で在留カードが交付された新規入国者は、同時に資格外活動許可申請をすることができます。

入国時に資格外活動許可の申請を行わなかった場合は、沖縄県内の出入国在留管理局で申請を行います。

なお、資格外活動許可申請に手数料はかかりません。

在留資格「留学」は、日本の学校で教育を受けるためのものであり、働くことは認

められません。

留学生 が学費等のためにやむを得ずアルバイトをする場合は、次の条件の下で

「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければなりません。

在留カード裏面

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html


✓ Not to be an obstacle to your studies.
✓ Must be for the purpose of covering tuition and necessary expenses, and not for saving or sending money back home.
✓ Must not be in the entertainment business.
✓ Must not exceed 28 hours per week (8 hours per day during long vacations, 40 hours per week).

New arrivals who receive their resident card at the airport upon arrival in Japan may apply for a "Permit to Engage in Activity other than 
that Permitted under the Status of Residence" at the same time.
If you did not apply for the permit when you entered Japan, you must apply for it at the immigration office in Okinawa Prefecture. There 
is no application fee.

The residence status of a " Student" is to receive education at a Japanese 
educational institution, and employment is not permitted.
If an international student needs to get a part-time job to pay for study or other 
expenses, it is necessary to apply for and receive a "Permission to Engage in 
Activity other than that Permitted under the Status of Residence （資格外活動許可） " 
in advance under the following conditions.

Back of Residence Card
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https://www.isa.go.jp/en/applications/guide/nyuukokukanri07_00045.html#:%7E:text=Permission%20to%20engage%20in%20an%20activity%20other%20than,included%20in%20a%20foreign%20national%27s%20status%20of%20residence.
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（4）一時出国届出書

一時的な帰国や、第三国訪問のために日本を出国する場合は、「一時出国届出書」

に指導教員の承認印をもらい、所属学部へ提出して下さい。

また、届出書の写しを国際教育課へ提出して下さい。帰国後も必ず 指導教員と所属

学部の事務室へ連絡してください。

「一時出国届出書」は、所属学部または国際教育課で配布しています。

【 みなし再入国許可 】

長期休暇の時など、一時的に母国に戻ったり、海外旅行をしたりする場合、「みなし

再入国許可」の制度を利用すれば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に

戻り学修を続けることができます。

この制度を利用する際は、有効なパスポートと在留カードを所持していなければなり

ません。

詳しくは、出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/minashisainyukoku.html


If you are leaving Japan for a temporary return to your home country or visiting a third 
country, please obtain your supervisor's authorization signature on the " Report of 
Temporary Leave" and submit the form to your department and a copy to the Global 
Education Section.
After returning to Okinawa, contact your supervisor and your department.

The Form is available in your department or in Global Education Section.

Special re-entry permission 
If you temporarily return to your home country or travel outside of Japan, such as 
during a long vacation, you can use the "Special re-entry permission" system to return 
to Japan and continue your studies without having to obtain a new visa.
To use this system, you must have a valid passport and a resident card.
For details, please refer to the Immigration and Residency Management Agency 
website.
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https://www.isa.go.jp/en/applications/guide/minashisainyukoku.html


4. 在留関係

（5）その他の情報

日本で生活する上で必要な情報について、以下のリンクでも確認できます。

皆さんが、日本で安全・安心に留学生活を送るために、是非活用してください。

・外国人留学生生活ガイドブック（学生部国際教育課）

・生活・就労ガイドブック 多言語版（出入国在留管理庁）

・日本に入国された外国人のみなさまへ（出入国在留管理庁）

パスポートの有効
期限切れに注意！

https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/guidebook_international_students2022.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html
https://www.moj.go.jp/isa/about/guidance/index.html


You can also visit the following links for information on living in Japan.
We hope you will find this helpful information to make your studying in Japan safe and comfortable.

・Guidebook for International Students （Global Education Section）

・Guidebook on Living and Working multilingual version （ Immigration Services ）

・New to Japan? Useful pages for foreign nationals （ Immigration Services ）

Did you check 
your passport 

expiration date?
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https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/guidebook_international_students2022.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001297615.pdf
https://www.isa.go.jp/en/about/guidance/index.html
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