
2021年度秋学期入学

外国人留学生
新入生オリエンテーション



配信資料の確認

1. 2021年度9月入学外国人留学生新入生オリエンテーションスライド

2. 外国人留学生ガイド 2021
3. JOB HUNTING GUIDEBOOK
4. 在留資格に関するスライド

5. その他



コンテンツ

1. 日本滞在に係る諸手続・注意事項

2. 関西大学の就職活動支援について

3. 2021年度奨学金申請について

4. 在留資格に関する講演（行政書士法人第一綜合事務所様）

5. SUCCESS-Osakaプログラム紹介動画

6. 年金制度について（吹田市 年金課）



日本滞在に係る諸手続・注意事項

～使用する資料～
1. 2021年度9月入学外国人留学生新入生オリエンテーションスライド
2. 外国人留学生ガイド 2021



住居地に関する届出（留学生ガイド ６ページ）

• 市役所手続き
– 住居地を定めた日から１４日以内に、市区町村の役所に
届け出てください。

– 在留カード（裏面）に新たな住所が記載されます

※市役所の場所は留学生ガイド １２・１３ページに記載

市役所等への届け出



国民健康保険（留学生ガイド ７ページ）

1. 制度概要
• 医療費用の30%の自己負担で、診療を受けることができ

る制度。
• 3ヶ月を超える在留資格がある方は加入義務があります。

2. 加入手続き
• 市区町村の役所で手続きをしてください。

3. 保険料
• 前年度の所得に応じて決定します。詳しくは市区町村の

役所で確認してください。

4. その他の手続き
• 転居時・脱退時（卒業後に帰国する場合など）には、手

続きが必要です。

市役所等への届け出



国民年金（留学生ガイド ８ページ）

1. 制度概要

• 20歳以上60歳未満の方が住所登録をした時点
で加入する年金制度（強制加入）。

2. 学生納付特例制度

• 日本の大学に在学中は、保険料の納付が猶予
される制度。

• 市区町村の役所で手続きをしてください。

• 毎年手続きが必要。

市役所等への届け出



大学への在留報告（留学生ガイド ５ページ）

★在留資格「留学」を保有する全ての学生が申請する必要があります。

1. 提出時期・提出書類（JPEGまたはPNG）
① 入学時 ※9月21日～30日の間に提出してください

• 在留カード（表面・裏面）

• パスポート

② 在留手続き後（役所に住居地を届け出た後）

• 在留カード（表面・裏面）

※常に最新の情報を登録してください。

2. 提出方法

国際部ホームページのバナーから専用ページ【外国人留学生Web申請】へ
アクセス。

※登録には、配布されているITセンターのID・パスワードが必要です。

大学への届け出



必ず在留報告をしてください！

外国人留学生
Web申請

大学への届け出



Web申請 認証画面

大学への届け出



Web申請－メインメニュー

大学への届け出



★日本に入国出来ていない場合

同じく、大学への在留報告をする必要があります。
2021年9月21日（火）～9月30日（木）２４：００

※ これは、あくまで（仮）の登録ですので、入国後、在留カードを取得した際
は、必ず再度登録してください。

入国出来ておらず、在留カードを保有していない場合は、
国際部Webサイトに添付されている「日本に入国出来てい

ない場合の在留カード（仮）登録方法」を確認し、報告して
ください。

大学への届け出



在留手続き・・・留学生ガイド１４ページ

• 出入国在留管理局での手続き
在留資格の変更や在留期間の更新など、在留資格
に関する手続きは、最寄の出入国在留管理局で
行ってください。

※出入国在留管理局の場所は２３・２４ページに記載

• 在留報告
在留手続きをして、在留カードの記載内容が変更に
なった場合や、新たな在留カードを入手した場合は、
再度在留報告を行ってください。

大学への届け出



活動機関に関する届出・・・留学生ガイド １４ページ

関西大学へ入学する前から「留学」の在留資格を
持ち、関西大学以外の学校へ通っていた方は、出
入国在留管理局へ届出が必要です。

→届出が必要な方はこんな方

① 他大学から関西大学（大学院）へ進学した方

② 日本語学校から関西大学（大学院）へ進学した方
※関西大学から関西大学大学院へ進学した方は届出不要です。

出入国在留管理局への届け出



保険・・・留学生ガイド ３９ページ

• 学生教育研究災害傷害保険（学研災）
– 関西大学が皆さんの保険料を負担して加入している
保険です。

– 関西大学での教育研究活動中に怪我をした場合な
どに、保険が適用されます。

• その他の保険（任意加入）４０ページ
– 関西大学共済保障制度

– インバウンド留学生向け付帯学総

（外国人留学生のみ加入できる保険）など。

学生生活について



大阪府自転車条例

• 大阪府で自転車を利用する人は自転車保険
（個人賠償責任保険）へ加入する義務があり
ます。

• 関西大学では「関西大学共済保障制度」への
加入を推奨しています。※個人賠償責任保
険が含まれます。（留学生ガイド ４０ページ）

学生生活について



事故・病気など

・交通事故にあったとき

（留学生ガイド ７１ページ）

・病気や怪我をしたとき

（留学生ガイド ３７ページ）

・相談窓口

（留学生ガイド ４６ページ）

学生生活について



・自然災害

＜地震＞ （留学生ガイド ７２ページ）
・危険なものから離れて机の下等に身を隠し、ゆれが収まってから落ち着い
て避難しましょう。

・家具が転倒しないように、普段から対策をしておきましょう。

＜台風＞（留学生ガイド ３１ページ）
・暴風警報の発令、交通機関の運行状況により授業が休講となる場合
があります。

＜大雨・洪水＞（留学生ガイド ７５ページ）
・むやみに外出せず、気象情報に注意しましょう。

・災害はいつ起こるかわかりませんので、自分が住む地域の避難所を確認
しておくなど、日ごろから注意をしておきましょう。

学生生活について



外国人留学生ガイドを配布します

9月21（火）から9月30日（木）

【配布場所】

〇千里山キャンパス

・・・国際部（第２学舎１号館２階）

〇高槻、高槻ミューズ、堺キャンパス

・・・各キャンパスオフィス

重要



関西に留学しているみなさんが日本で生活するために必要
な情報を集めた「生活ガイド」です。

https://www.kansai-u.ac.jp/CARES-Osaka/guidelines/

学生生活について

ぜひ活用してください！！



2. 日本での就職活動支援
について

～使用する資料～
JOB HUNTING GUIDEBOOK 2021









3. 2021年度
奨学金申請について

～使用する資料～
1. 2021年度9月入学外国人留学生新入生オリエンテーションスライド
2. 外国人留学生ガイド 2021



Kansai University

奨学金・・・留学生ガイド５８ページ

・学内奨学金（奨学支援グループ）

・学内奨学金
→ 私費外国人留学生入学前予約奨学金(新入生対象）

→ 私費外国人留学生奨学金（上位年次生対象）

・学外奨学金

外国人留学生への経済的支援について

全学生

留学生限定 学内奨学金同士
併給不可



関西大学奨学支援グループ ウェブサイト

関西大学の全学生を対象にした奨学金については

上記、奨学支援グループウェブサイトをご確認ください

http://www.kansai-u.ac.jp/scholarship/



Kansai University

・私費外国人留学生入学前予約奨学金(新入生対象）

→ 入学試験の成績等によって受給者決定

【給付対象】在留資格「留学」を有するもの

【給付金額】研究科によって金額が異なります

【給付期間】１年間
※博士課程後期課程の学生は、

原則全員に標準修行年限内給付。

学内奨学金



Kansai University

・私費外国人留学生奨学金（上位年次生対象）

→ 入学後の成績等によって受給者決定

【給付対象】在留資格「留学」を有するもの

【給付金額】学部・研究科によって金額が異なります

【給付期間】１年間

※博士課程後期課程の学生は

原則全員に標準修業年限内給付されます

学内奨学金



Kansai University

・大学推薦によるもの

→ 外部の財団等が支給する奨学金

→ 財団によって募集人数、金額、推薦条件等

はさまざま（募集実施財団数も毎年異なる）

→ 資格該当者を抽出し推薦順位上位者を推薦

→ 採用可否は各奨学財団にゆだねられる。

・公募によるもの

→ 学生自身が奨学金の情報を収集して応募するもの

→ 財団などから本学に募集要項が届いた場合は、

インフォメーションシステムで通知

学外奨学金



推薦者選定
1. 推薦候補者の選定

国際部に奨学金受給希望Web申請を行った学生の中

から、学業成績をもとに推薦順位を決定し、各奨学金の

推薦条件を満たす上位者を推薦します。

2. 推薦順位について
• 新入生 → 入試成績を基に順位付け

• 次年度以降→ 大学での学業成績を基に順位付け

3. 推薦候補者への連絡
• インフォメーションシステムの「個人伝言」で連絡す

るので、定期的に確認してください。

推薦の流れ



奨学金申請
奨学金Web申請により受け付けます。
学内奨学金・学外奨学金ともに

2021年9月21日（火）～9月30日（木）２４：００
※期間外の申請は受け付けません。

ＵＲＬ： https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/rgstr/
※在留カード提出画面と同じURLです。
※国際部Webサイトに申請ページのバナーが
あります。

申請方法

https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/rgstr/


国際部Webサイト

外国人留学生
Web申請

申請方法



奨学金受給希望Web申請
認証画面

申請方法



Web申請－メインメニュー
申請方法

奨学金出願を選択してください。



Web申請－登録画面①
申請方法

申請する項目の「する」にチェック
をしてください。申請しない場合は、
「しない」をチェックしてください。



Web申請－登録画面②

必要事項を入力し、【確認】ボタンをクリック。
60分でタイムアウトとなりますので、
60分以内に入力を済ませてください。

申請方法



Web申請－登録確認画面①

申請内容・入力内容を十分
に確認してください。

申請方法



Web申請－登録確認画面②

申請にあたり、同意事項・誓約事項を確認し、
チェックを入れてください。

申請方法

全ての確認を終えたら、【登録】をクリックしてください。
登録後の修正はできません。



Web申請－登録完了画面

「印刷して確認する」から、登録した情報を印刷して大切に保管
しておいてください。あなたが登録したことの証拠になります。

申請方法



奨学金申請
奨学金Web申請により受け付けます。
学内奨学金・学外奨学金ともに

2021年9月21日（火）～9月30日（木）２４：００
※期間外の申請は受け付けません。

ＵＲＬ： https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/rgstr/
※在留カード提出画面と同じURLです。
※国際部Webサイトに申請ページのバナーが
あります。

※入国できていない方も、申請する必要があります！！

申請方法

https://dia.jm.kansai-u.ac.jp/rgstr/


★日本に入国出来ていない場合

大学への在留報告をすれば、奨学金申請もできるようになります

2021年9月21日（火）～9月30日（木）２４：００

※ これは、あくまで（仮）の登録ですので、入国後、在留カードを取得した際
は、必ず再度登録してください。

「日本に入国出来ていない場合の在留カード（仮）登録方法」を
確認し、まずは在留報告をしてください。

申請方法



○ 私費外国人留学生
入学前予約奨学金(新入生対象）

○ 文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度

★奨学金受給のためには、
奨学金受給希望Web申請をする必要があります。

すでに奨学金内定通知
を受け取っている場合

加えて



１ 日本に入国出来ている場合
⇒国際部窓口へ提出してください。
・ 私費外国人留学生入学前予約奨学金(新入生対象）

➢ 提出締切：入学から1週間以内
・ 文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度

➢ 提出締切：2021年9月30日（木） １７時まで

２ 日本に入国出来ていない場合
→「日本に入国出来ていない場合の在留カード（仮）登録」に
よって資料の提出が可能です。
提出締切：2021年9月30日（木） １７時まで

※ 入国することが奨学金給付の前提となっています。
アップロードしても、必ずしも受給が決定したわけでは
ありませんのでご注意ください。

すでに奨学金内定通知
を受け取っている場合



関西大学国際部

その他、不明点がありましたら

関西大学国際部（kuis@ml.kandai.jp）まで

お問合せください。

お問い合わせ

mailto:kuis@ml.kandai.jp
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