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学年暦・学内施設

第１章
１

学年暦・学内施設など

学年暦（アカデミック・カレンダー）

学年は４月に始まり、翌年３月に終わります。学期は２学期制（春学期：４月１日～９月30
日／秋学期：10月１日～翌年３月31日）です。
４月

入学式・オリエンテーション・春学期授業開始

５月

清陵祭

６月１日

横浜国立大学開学記念日

７月

春学期末試験

８月上旬～９月末

夏休み

10月

秋学期開講、オリエンテーション

11月

常盤祭

12月下旬～１月上旬

冬休み

２月

秋学期末試験

２月中旬～３月末

春休み

３月

卒業式

２

祝祭日など

１月１日～３日

年始休暇（元旦 ～３日）

１月の第２月曜日

成人の日

２月11日

建国記念の日

３月20日頃

春分の日

４月29日

昭和の日

５月３日

憲法記念日

５月４日

みどりの日

５月５日

こどもの日

７月の第３月曜日

海の日

９月の第３月曜日

敬老の日

９月23日頃

秋分の日

10月の第２月曜日

体育の日

11月３日

文化の日

11月23日

勤労感謝の日

12月23日

天皇誕生日

12月29日～31日

年末休暇（31日は大晦日）

備考）祝日が日曜日と重なった場合は、その翌日が休日となります。
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1 Academic Calendar

The academic year begins in April and ends in March of the following year. The academic year
consists of two semesters.
یFirst Semester April 1 through September 30
یSecond SemesterOctober 1 through March 31 the following year
April
May
June 1
July
Mid-August - End of September
October
November
Late December - Early January
February
Mid-February - End of March
March

࣭Entrance Ceremony
࣭Orientation
࣭First Semester begins.
࣭Seiryo Festival (1st University Festival)
࣭YNU Foundation Day
࣭1st Semester Examination
࣭Summer Vacation
࣭Second Semester begins. Orientation
࣭Tokiwa Festival (2nd University Festival)
࣭Winter Vacation
࣭2nd Semester Examination
࣭Spring Vacation
࣭Graduation Ceremony

2National Holidays and Other Important Dates
January 1-3
2nd Monday of January
February 11
Around March 2
April 29
May 3
May 4
May 5
3rd Monday of July
3rd Monday of September
Around September 23
2nd Monday of October
November 3
November 23
December 23
December 29㹼31

New Year Holidays
Coming-of-Age Day
National Foundation Day
Vernal Equinox
Showa Day
ConstitutionMemorial Day
Greenery Day
Children’s Day
Marine Day
Respect-for-the-Aged Day
Autumnal Equinox
Sports Day
Culture Day
Labor Thanksgiving Day
The Emperor’s Birthday
Year-end Holidays

Note: When a national holiday falls on a Sunday, the following Monday will be substituted as a
holiday.
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学年暦・学内施設

３

学内施設等

３－１

附属図書館

横浜国立大学には中央央図書館、社会科学系研究図書館及び理工学系研究図書館の３つの附
属図書館があります。中央図書館は約76万冊の蔵書を有し、軽飲食のできるカフェ、公開講座
等に使用できるメディアホール、グループ学習等のためのワーキングスタジオ、卒業制作等の
展示場としても使える情報ラウンジなど、数々の特色あるスペースを持ち、従来の図書館の枠
を超えた多機能文化空間を構成しています。詳細は図書館HPを確認してください。
http://www.lib.ynu.ac.jp/index.html
３－２

大学会館

大学会館は、学生・教職員が相互交流できる場として、ミーティングルーム、和室、ホール
を備え、学生のサークル活動及び研究発表や音楽会などに利用できます。また、食堂、書籍・
文房具及び日用品の店舗、ATM、プレイガイド等も併設した施設となっています。
３－３

食堂・レストラン・カフェ

第一食堂（通称「１食」
・
「れんが館」
）
営業日時

月曜～金曜

９：00～19：30

食券を買って、それぞれのカテゴリーのカウンターで料理を受け取ります。
第二食堂（通称「２食」
）
営業日時 月曜～金曜 10：00～19：00
カフェテリア方式で、自分の好きなメニューをとって、最後にレジで精算します。
シェルシュ
営業日時 月曜～金曜 10：00～19：30
大学会館２階にある人気のカフェテリア
カフェテリア方式で、自分の好きなメニューをとって、最後にレジで精算します。
PORTY（ポルティ）
営業日時 月曜～金曜 11：30～19：00
大学会館３階にあるレストラン。落ち着いた雰囲気の店内で少しリッチな気分が味わえます。
Shoca.
営業日時 月曜～金曜 10：00～19：00
中央図書館一階にあるカフェ。 メインストリートを眺めながら、さまざまなおいしいコー
ヒーやケーキが楽しめます。
Sガーデン（ローソン）
営業時間７：00～22：00
詳細は巻末付録のキャンパスマップ（P57、58）をご参照ください。
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3-1 University Library
The University Library consists of Central Library, Social Science Library, and Science and
Technology Library. Located at the center of the campus, the Central Library has a substantial
collection of 760,000 books, journals and multimedia materials. It also has many kind of facilities
such as Café, Media Hall, Working Studios and Information Lounge. Please refer to the website of
the library for details.
http://www.lib.ynu.ac.jp/index.html

3-2 University Hall
As a place for mutual exchange of students and staff, the University Hall is used for club
activities, seminar presentations, recitals and many other activities. The Hall has meeting rooms,
Japanese-style rooms and a hall as well as cafeterias, a co-op store for purchasing books, stationery
and daily goods, ATM and a ticket agency.

3-3 Cafeteria, Restaurant and Cafe
Cafeteria I (AKA “Isshoku” or “Renga-kan”)
Open: Monday to Friday 9:00 – 19:30
After purchasing a meal ticket, you can pick up your meal you ordered from the food counters.
Cafeteria II (AKA “Nishoku”)
Open: Monday to Friday 10:00 – 19:00
Located at the College of Engineering Area; you can select your favorite meal and pay at the
casher at the end.
Cherche
Open: Monday to Friday 10:00 – 19:30
/RFDWHGRQWKHVHFRQGÀRRURIWKH8QLYHUVLW\+DOO\RXFDQVHOHFW\RXUIDYRULWHPHDODQGSD\DW
the casher at the end.
PORTY
Open: Monday to Friday 11:30 – 19:00
$WUDQTXLODQGIDQF\UHVWDXUDQWORFDWHGRQWKHWKLGÀRRURIWKH8QLYHUVLW\+DOO
Shoca.
Open: Monday to Friday 10:00 – 19:00
$FDIpORFDWHGRQWKHJURXQGÀRRURIWKH&HQWUDO/LEUDU\<RXFDQHQMR\YDULHW\RIFRIIHHVDQG
cakes while looking out on the main street.
S Garden (LAWSON)
Open: 7:00 – 22:00
Please refer to the Campus Map of Appendices (P59, 60) for details.
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Chapter

第２章
渡日 に 際 し て

１

渡日に際して

査証（ビザ）と在留資格

外国人研究者が日本に入国するためには、外国人研究者の居住地にある日本国大使館・総領
事館において、入国目的や滞在期間にあった査証を事前に取得する必要があります。査証（ビ
ザ） の申請にあたっては、 短期滞在査証を除き、
「在留資格認定証明書」 が必要になります。
あらかじめ「在留資格認定証明書」を取得した上で査証申請する場合には、取得しないで申請
した場合と比較して、短期間に査証を取得することができます。同証明書は受け入れ大学が本
人に代わって入国管理局で申請することができますが、申請から交付まで１～３ヶ月かかりま
すので、申請を希望する方は早めに受入教員（受入部局担当者）にご相談ください。
横浜国立大学で受入れる外国人研究者の在留資格は通常以下のうちのいずれかになります。
教授・研究：活動に対して横浜国立大学または日本の教育研究機関・財団から報酬・経費が
支払われる場合。
文 化 活 動：研究打合わせ、国際シンポジウム出席など報酬を伴わない活動で滞在期間が90
日以上の場合。
短 期 滞 在：研究打合わせ、国際シンポジウム出席など報酬を伴わない活動で滞在期間が90
日以内の場合。※短期滞在査証には在留資格認定証明書の交付申請制度はあり
ません。また一部の国・地域に対しては査証免除の措置があります。詳しくは
自国の日本国大使館・総領事館にお問い合わせください。
◆外務省

査証関係HP

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

２

住まいの手配

横浜国立大学には外国人研究者のために「大岡インターナショナルレジデンス」「羽沢イン
ターナショナルレジデンス」
「常盤台宿舎」
「留学生会館」の４つの宿泊施設があります。大岡
インターナショナルレジデンスおよび羽沢インターナショナルレジデンスへの入居を希望され
る場合はイチイコーポレーションへ、常盤台宿舎または留学生会館への入居を希望される場合
は学務・国際部国際課へ、それぞれ受入教員（受入部局担当者）を通じてお申し込みください。
詳しくは第４章住まいをご参照ください。

３

保険

保険に加入していないと、日本滞在中に医療機関にかかる際に、場合によっては多額の費用
を請求されることになります。自国で保険に加入している方はその保険会社に届出をし、その
保険が日本滞在中の医療費用に適用されるか確認してください。適用されない場合は渡日前に
海外旅行傷害保険に加入することをおすすめします。なお、３ヶ月以上日本に滞在する研究者
は、国民健康保険（日本の公的な保険）に加入することが義務付けられています。詳しくは第
５章日常生活をご参照ください。
－5－

Chapter 2 Before Coming to Japan
1 Visa and Status of Residence

The Status of Residence of the International researchers visiting YNU will usually be one of the
following three types.
Professor/ Researcher: Professor or scholar who will receive a salary from YNU
Cultural Activities: Unsalaried scholar who will stay in Japan for more than 90 days.
Short-term Stay: Unsalaried scholar who will stay in Japan for less than 90 days.
$&HUWL¿FDWHRI(OLJLELOLW\LVQRWUHTXLUHGIRUD³6KRUWWHUP6WD\´YLVD
*Citizens of countries/regions that have a bilateral visa-waiver agreement
with Japan do not need to obtain a “Short-term Stay” visa. For details, please
consult with the Japanese Embassy/Consulate in your home country.
◆The Ministry of Foreign Affairs
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

2 Accommodation

YNU has four accommodation facilities for international researchers: “Ooka International
Residence”, “Hazawa International Residence”, “Tokiwadai House” and “International
Student House”. Please contact Ichii Corporation if you wish to apply for “Ooka International
Residence”and “Hazawa International Residence”, and the International Office for “Tokiwadai
House” or “International Student House” through your host faculty. For details, please refer to the
Chapter 4 on “Housing”.

3 Insurance

Medical expenses can be very expensive without insurance. If you have an insurance policy,
please contact your agency and check whether your policy covers overseas medical costs. If not
covered, we strongly recommend that you enroll in an overseas travel accident insurance policy
before coming to Japan. Also, researchers who will stay in Japan for more than three months is
obliged to enroll in the National Health Insurance scheme. For details, please refer to the Chapter 5
on “Daily Life”.
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Before Coming to Japan

To enter Japan, you must obtain a visa that meets the type of activities and period of stay from
the Japanese Embassy/Consulate in the researcher’s own country. For most visa applications except
for a short-term stay, it is commonly asked to submit a Certificate of Eligibility issued by the
,PPLJUDWLRQ%XUHDXWKH0LQLVWU\RI-XVWLFH$SSO\LQJZLWKD&HUWL¿FDWHRI(OLJLELOLW\ZLOOHQDEOH
you to obtain the visa more quickly and efficiently. Although a hosting university can apply for
it and send it to you, please consult your host faculty well in advance as it will take one to three
PRQWKVWRREWDLQWKH&HUWL¿FDWH

Chapter

Residence and Registration Procedures
第３章
在留資格関連の手続き

Residency Procedures

3

第３章

在留資格関連の手続き

来日してから帰国するまでに行う在留資格に関する手続きは、次のようなものがあります。
詳しい内容については、各項目を参照してください。
◆来日してから帰国するまでに必要な手続き一覧
参照項目

在留資格関連

日本到着時に

１－１

在留カードの交付

日本到着後すぐに

２－１

最初の住所の届出

引越しする場合

２－３

転出届

一時帰国などをする場合

３－１

みなし再入国許可制度

在留期間の終了が近づいたら

４－１

在留期間の更新

在留資格の変更が必要な場合

４－２

在留資格の変更

家族を呼び寄せるとき

５

在留カードをなくしたとき

１－２

紛失等による在留カードの再交付申請

研究を終えて帰国するとき

３－３

研究を終えて帰国するとき

２－４

転入届・転居届

家族の呼び寄せ

入国・在留等の手続きについての問い合わせ先
法務省東京入国管理局横浜支局入国管理局インフォメーションセンター
〒236-0002

神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
tel

0570-013904

平日 8:30～17:15

e-mail info-tokyo@immi-moj.go.jp

※手続きをする入国管理局（所轄の入国管理局）は住んでいるところで決められています。
参照 ホ ー ム ペ ー ジ

入国管理局

管轄又 は 分担区域一覧

soshiki/kankatu.html
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http://www.immi-moj.go.jp/

Chapter 3 Residence and Registration Procedures
Below is a list of the procedures related to your visa status of residence that must be carried
out from the time you arrive in Japan until the time you return to your home country. For more
information, please refer to the explanations of the procedures that follow the list.

䕺List of Required Procedures While Staying in Japan
Reference Item
1-1 Obtaining a Resident Card

Immediately after arrival

1RWL¿FDWLRQRI,QLWLDO$GGUHVV

Change of address

1RWL¿FDWLRQRI0RYLQJ2XWRIWKH&LW\
1RWL¿FDWLRQRI0RYLQJLQWRZLWKLQWKH&LW\

Temporarily leaving and re-entering
3-1 Special Re-entry Permit System
Japan
Near the expiration of your residence
4-1 Extension of Your Period of Stay
permit
If you need to change your status of
4-2 Changing Your Status of Residence
residence
If you want to invite family members to
5 Inviting Family Members to Japan
Japan
If you lose your resident card

1-2 Application for Reissue of a Resident Card Due to
Loss or Other Reasons

Returning to your country after completion
of research

3-3 When Leaving Japan after Completion of Your
Research

Questions regarding immigration and residence procedures can be directed to:
)RUHLJQ5HVLGHQWV,QIRUPDWLRQ&HQWHU<RNRKDPD'LVWULFW2I¿FH7RN\R5HJLRQDO,PPLJUDWLRQ
Bureau, Ministry of Justice
10-7 Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 236-0002
Weekdays, 8:30 a.m. to 5:15 p.m.
Tel: 0570-013904
E-mail: info-tokyo@immi-moj.go.jp
1RWH<RXPXVWFRPSOHWHSURFHGXUHVDWWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHKDYLQJMXULVGLFWLRQRYHUWKHDUHD
where you live. Please refer to the Immigration Bureau website “List of Jurisdictions or Assigned
Areas” http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kankatu.html
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Upon your arrival

１．在留カード
１－１

在留カードの交付

羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港で、３ヶ月を超える期間日本に滞在することが許
可された人には、パスポートに入国許可の印が押され、在留カードが渡されます。
その他の場所で入国許可を受けた人の在留カードは、後日届け出た住所に郵送されます。
なお、在留カードは常時携帯しなければなりません。
１－２

紛失等による在留カードの再交付申請

在留資格関連

在留カードをなくしたときは、なくしたことに気付いてから14日以内に所轄の入国管理局で
紛失等による再交付申請をしてください。
必要な書類など、詳しいことは以下のホームページを参照してください。
法務省：紛失等による在留カードの再交付申請
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00010.html

２．住所に関する届出
２－１

最初の住所の届出

日本に到着した日から14日以内に、住んでいるところの市区町村窓口で住所の届出をしてく
ださい。そのとき在留カードが必要です。在留カードが後日交付されることになっている人は
パスポートを持って行く必要があります。
２－２

住民票の写しの発行

市区町村窓口で住所の届出をした人には、住民票が作成されます。住民票が作成されると、
住民票の写しを請求することができるようになります（有料です）
。
※住民票の写しは住所などの証明が必要なときに使います。
２－３

転出届

今、住んでいるところと違う市町村に引越しをするときは、引越しする前に市区町村窓口で
転出届を出して、転出証明書を受け取ってください。
同じ市区町村に引越しをするときは引越しの後に転居届を出してください。
※横浜市内で違う区に引越しをするときは転出届を出す必要はありません。
２－４

転入届・転居届

引越しをしたときは、引越した先の市区町村窓口で転入の手続きをしてください。他の市区
町村から引越しをした人は転入届、同じ市区町村内で引越しをした人は転居届けを出します。
手続きをするときには、在留カードが必要です。転出届を出した人はそのときに受け取った転
出証明書も必要です。
※横浜市内で違う区から引越しをした人は転入届、同じ区から引越しをした人は転居届けを
出します。
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1. Resident Card
1-1 Obtaining a Resident Card

At Haneda, Narita, Chubu, and Kansai airports, all people with an authorized period of stay in
Japan of over three months will get their passports stamped with an entry permit and be issued a
resident card.
The resident cards of those who receive their entry permits at another location will be mailed to
their registered addresses at a later date. Please note that you must carry your resident card with you
at all times.

1-2 Application for Reissue of a Resident Card Due to Loss or Other Reasons

2. Noti¿cation Procedures Involving Your Address
2-1 Noti¿cation of Initial Address

$IWHU\RXUDUULYDOSOHDVH¿OHDQRWL¿FDWLRQVWDWLQJ\RXUQHZDGGUHVVZLWKLQGD\VDWWKHVHUYLFH
counter of the municipal office with jurisdiction over your neighborhood. You will need your
resident card when you do so. If your resident card will be mailed to you at a later date, you must
bring your passport.

2-2 Obtaining a Copy of Your Juminhyo (Residence Record)

Juminhyo UHVLGHQFHUHFRUGV ZLOOEHPDGHIRUWKRVHZKRFRPSOHWHQRWL¿FDWLRQSURFHGXUHVDWWKH
PXQLFLSDORI¿FHDQGKDYHDVWDWXVRIUHVLGHQFHRIRYHUWKUHHPRQWKV2QFHUHVLGHQFHUHFRUGVDUH
made, you can apply for a copy of yours (there is a fee).
Note: A copy of your residence record is used as documentation certifying your address.

2-3 Noti¿cation of Moving Out of the City

,I\RXSODQWRPRYHRXWRIWKHPXQLFLSDOLW\\RXFXUUHQWO\OLYHLQSOHDVHVXEPLWDQRWL¿FDWLRQRI
WKLVDWWKHPXQLFLSDORI¿FHVHUYLFHFRXQWHUEHIRUH\RXPRYHDQGREWDLQDPRYLQJRXWFHUWL¿FDWH
IURPWKHFLW\,I\RXDUHPRYLQJZLWKLQWKHVDPHPXQLFLSDOLW\SOHDVHVXEPLWDQRWL¿FDWLRQRIWKLV
after you move.
1RWH,I\RXPRYHWRDGLIIHUHQWZDUGZLWKLQ<RNRKDPD&LW\WKHUHLVQRQHHGWR¿OHDQRWL¿FDWLRQ
that you are moving out of the city.

2- Noti¿cation of Moving into/within the City

When you move into Yokohama City, please complete the procedures to notify the city of your
PRYHDWWKHVHUYLFHFRXQWHURIWKHPXQLFLSDORI¿FHWKDWRYHUVHHV\RXUQHZQHLJKERUKRRG,I\RX
KDYHPRYHGIURPDQRWKHUPXQLFLSDOLW\SOHDVH¿OHDQRWL¿FDWLRQWKDW\RXDUHPRYLQJLQWRWKHFLW\
LI\RXKDYHPRYHGZLWKLQWKHVDPHPXQLFLSDOLW\SOHDVH¿OHDQRWL¿FDWLRQRIPRYLQJZLWKLQWKHFLW\
You must have your resident card with you when completing these procedures. Those who have
¿OHGDQRWL¿FDWLRQRIPRYLQJRXWPXVWDOVREULQJWKHPRYLQJRXWFHUWL¿FDWHRIWKHFLW\WKH\OHIW
Note: If you have moved from another ward of Yokohama City, please file a notification that
\RXDUHPRYLQJLQWRWKHFLW\LI\RXKDYHPRYHGZLWKLQWKHVDPHZDUGSOHDVH¿OHDQRWL¿FDWLRQRI
moving within the city.
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If you lose your resident card, please apply for a new card at the immigration office of
jurisdiction within 14 days of realizing that you no longer have it. Please refer to the following
website for details, such as the required documents.
Ministry of Justice: Application for reissue of resident card due to loss or other reasons
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00010.html

３．出国
３－１

みなし再入国許可制度

出国後、１年以内に日本で同じ在留資格で活動するために再入国することを予定している人
は、再入国の許可を事前に取る必要はありません。この制度をみなし再入国許可といいます。
みなし再入国許可を利用するときは、再入出国記録（再入国用EDカード）の、みなし再入国
許可の摘要希望欄に印を入れ、パスポートと在留カードを入国管理官に提示して、１年以内に
再入国することを伝えてください。ただし、在留期限が出国後１年に満たない時は、その期限
までに、再入国しなければなりません。

在留資格関連

なお、 みなし再入国許可制度の摘要を希望して出国後、 再入国をしないで１年を過ぎてし
まった場合、その在留資格は無効になります。
３－２

再入国許可制度

みなし再入国許可制度に該当しない場合（再入国が１年を超える場合など）は、出国前に所
轄の入国管理局で再入国許可を申請する必要があります。
３－３

研究を終えて帰国するとき

研究を終えて帰国するときは、住んでいるところの市区町村窓口で海外転出届を出さなけれ
ばなりません。在留カードは空港などでの出国手続きの時に入国管理官に返納します。
なお、帰国予定日の直前に在留期限が来てしまう場合、帰国準備のための短期滞在のビザを
申請することができます。

４．在留期間の更新・在留資格の変更
４－１

在留期間の更新

「教授」および「研究」の在留期間は、３ヶ月、１年、３年または５年です。
「文化活動」の
在留期間は３ヶ月、６ヶ月、１年または３年です。在留期間を超えて引き続き日本に在留する
ことを希望する場合には、在留期間の更新の許可申請を行う必要があります。更新の申請手続
は、在留期間の満了する日の２ヶ月前から10日前までの間に、所轄の入国管理局で行ってくだ
さい。（必要書類は以下を参照。
）なお、証明書の取得までには、２週間から３ヶ月かかります。
その他、必要な書類など、詳しいことは以下のホームページを参照してください。
法務省：在留期間更新許可申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
４－２

在留資格の変更

現在の在留資格の下で行っている活動をやめて、新たに別の在留資格に属する活動を行う場
合には、在留資格の変更の許可申請を入国管理局で行う必要があります。例えば、
「留学」ま
たは「文化活動」の在留資格で渡日した外国人がそのまま本学で研究者として在留し、報酬を
受ける場合などは、在留資格の変更の許可を受けてから働くようにしてください。
在留資格の変更を受けることなしに収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受けている
活動をもっぱら行っている者は、処罰の対象となり、また退去強制の対象ともなりますので、
注意してください。
詳しいことは、以下のホームページを参照してください。
法務省：在留資格変更許可申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
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3. Leaving Japan
3-1 Special Re-entry Permit System

3-2 Re-entry Permit System

If the Special Re-entry Permit System is not applicable (e.g., if you plan to return to Japan after
being outside the country for more than one year), you must apply for a re-entry permit at the
LPPLJUDWLRQRI¿FHWKDWKDQGOHV\RXUDUHDRIUHVLGHQFH

3-3 When Leaving Japan after Completion of Your Research

When you return to your home country after completing your research, you must file a
notification that you are moving overseas at the municipal office with jurisdiction over your
QHLJKERUKRRG<RXPXVWDOVRUHWXUQ\RXUUHVLGHQWFDUGWRWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHUZKHQFRPSOHWLQJ
departure procedures at the airport or port.
Please note that if your period of stay is going to expire before your scheduled date of departure,
you can apply for a short-term visa to allow you to prepare to leave Japan.

4. Extension of Your Period of Stay/Changing Your Status of Residence
4-1 Extension of Your Period of Stay

A “Professor” or “Researcher” Visa is issued for a period of 3 months, 1 year, 3 years, or 5 years.
A “Cultural Activities” Visa is issued for a period of 3 months, 6 months, 1 years, or 3 years. If you
would like to extend this period of residence, you must apply for the renewal at the Immigration
%XUHDXIURPPRQWKVWRWHQGD\VEHIRUHWKHH[SLUDWLRQGDWHRIWKHFHUWL¿FDWH,WZLOOWDNHDURXQG
WZRZHHNVWRWKUHHPRQWKVWRUHFHLYHWKHFHUWL¿FDWH
For other details, such as the required documents, please refer to the website below.
Ministry of Justice: Application for extension of your period of stay
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html

4-2 Changing Your Status of Residence

,I\RXZRXOGOLNHWRHQJDJHLQDQDFWLYLW\RWKHUWKDQWKDWVSHFL¿HGLQ\RXUVWDWXVRIUHVLGHQFH
you must apply for a change of status of residence at the Immigration Bureau. For example, if
those who hold “College Student” visa or “Cultural Activities” visa choose to stay in Japan as paid
researchers at the university, they must change their visa before starting to work.
If anyone receiving an income from an activity other than that authorized under their status
of residence or conducting un authorized activity with remuneration without first obtaining this
permission, they may be punished and/or deported.
For details, please refer to the website below.
Ministry of Justice: Application for changing your status of residence
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
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Those who plan to return to Japan to pursue activity with the same status of residence within one
year after leaving Japan do not need to obtain a re-entry permit. This system is called the Special
Re-entry Permit System. When using the system, please place a check mark in the box for “Departure
with Special Re-entry Permission” of your re-entry record (ED card for re-entry), show your
SDVVSRUWDQGUHVLGHQWFDUGWRWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHUDQGWHOOKLPKHUWKDW\RXZLOOEHUHHQWHULQJ
Japan within one year. If the expiration date of your visa period of stay is less than one year away,
however, you must return to Japan no later than that date.
Please note that if you elect to use the Special Re-entry Permit System, your status of residence
will become invalid if you return to Japan after more than one year or past your visa expiration
date.

５．家族の呼び寄せ
５－１

日本で一緒に住みたいとき

外国人研究者が家族を日本に呼び寄せたいとき（観光のための短期滞在を除く）には、家族
滞在の資格で入国させることが可能です。家族を呼びたい人が所轄の入国管理局に行き、家族
の申請代理人として在留資格認定証明書の発行を申請します。 在留資格認定証明書が取れた
ら、家族に送り、その家族がビザの申請をします。
在留資格認定証明書の申請については以下ホームページを参照してください。

在留資格関連

法務省：在留資格認定証明書交付申請 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
ただし、家族滞在の資格を申請できるのは、配偶者と子供に限られます。
５－２

日本に短期間呼びたいとき

日本との査証免除協定を結んでいない国の親族を呼びたいときは、短期間でも日本での滞在
にビザの申請が必要です。この場合、親族を呼びたい人が日本側で準備する書類を作成し、親
族に送り、その親族が短期滞在のビザを申請します。
詳しいことは以下のホームページを参照してください
外務省：ビザ（査証）

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/

６．経過措置
在留カード、住民票に関する制度は2012年７月に始まりました。現在、外国人登録証明書を
持っている人は、その証明書が在留カードとみなされます。在留カードは在留期間更新等手続
きの時に発行されます。また、住民票は既に行っている外国人登録をもとに作成されています。
引越しの時の手続きなどはこれまでと変わっていますので、忘れずに行ってください。
なお、在留期間更新の前でも、希望があれば所轄の入国管理局に行き、在留カードの発行を
受けることはできます。
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5. Inviting Family Members to Japan
5-1 If You Want Family Members to Live with You in Japan

5-2 If You Want to Invite Family Members to Japan for a Short-Term Stay

If you are from a country that does not have a visa exemption agreement with Japan and want to
invite family members to Japan, you must apply for short-term visas for them that permit them to
stay in Japan. In this case, you should complete the form in Japan and send the document to your
family, after which your family can apply for short-term visas.
Please refer to the website below for details.
Ministry of Foreign Affairs: Visa
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/

6. Interim Measures
The current system involving resident cards and residence records started in July 2012. Those
UHVLGHQWVZKRKROGD&HUWL¿FDWHRI$OLHQ5HJLVWUDWLRQDUHFRQVLGHUHGWKHVDPHDVWKRVHKDYLQJD
resident card. Your resident card will be issued after completing the procedures for an extension of
your period of stay. Residence records are based on the information in the existing foreign resident
registry. Because various procedures are different, such as when moving to a new location, please
do not forget to complete the required procedures.
)XUWKHUPRUH\RXFDQJRWRWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHUHVSRQVLEOHIRUWKHDUHD\RXOLYHLQDQGREWDLQ
a copy of your resident card even before it is time to extend your period of stay.
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International researchers who want to invite their family members to live with them in Japan
(except short-term stays for tourism) can apply for a “family stays” visa. (Note: Only the spouse
and children of the student are eligible for this type of visa.) If you would like to invite your family
WRMRLQ\RXKHUHLQ-DSDQ\RXVKRXOGJRWRWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHWKDWDGPLQLVWHUVWKHDUHD\RXOLYH
LQDQGDSSO\RQWKHLUEHKDOIIRUDFHUWL¿FDWHRIUHVLGHQWHOLJLELOLW\2QFHWKHFHUWL¿FDWHLVDFTXLUHG
you can send it to your family, and they can then apply for their visas.
3OHDVHUHIHUWRWKHZHEVLWHEHORZWR¿QGRXWKRZWRDSSO\IRUDFHUWL¿FDWHRIUHVLGHQWHOLJLELOLW\
0LQLVWU\RI-XVWLFH$SSOLFDWLRQIRUDFHUWL¿FDWHRIUHVLGHQWHOLJLELOLW\
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
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住まい

横浜国立大学は、 大学の外国人研究者用宿舎として「大岡インターナショナルレジデンス
（市営地下鉄弘明寺駅から３分）
」
、
「羽沢インターナショナルレジデンス（常盤台キャンパスよ
り徒歩10分）、
「常盤台宿舎（常盤台キャンパスより徒歩３分）」
、
「留学生会館（市営地下鉄弘
明寺駅から３分）の４カ所を設置しています。

１

大岡インターナショナルレジデンス

大岡インターナショナルレジデンスは、入居者同士の国際交流の活性化をテーマとした、学
生・研究者及び職員のための異文化共生ハウスです。居室のタイプ（１K～２LDK）により単
身から夫婦、家族まで入居ができます。空室状況・予約・手続きについては株式会社イチイ
コーポレーションに問い合わせてください。
◆大岡インターナショナルレジデンス
URL：http://www.int-residence.jp/r-guide/

居室タイプおよび部屋数：

1Ｋ

14室

１LDK

４室

２LDK

５室

住

住所：〒232-0061 横浜市南区大岡２-31-２
最寄り駅：市営地下鉄弘明寺駅（徒歩３分）

ま

入居者の経費負担 （消費税分を含む）
間取り

い

１K
28.32～28.76㎡
１LDK
46.13~47.03㎡
２LDK
60.51㎡

賃料

管理費

水道・光熱費

70,000円

5,000円

22,000円

94,000円

7,000円

32,000円

109,000円

7,000円

32,000円

入居一時金
１～３ヶ月未満
３ヶ月以上12ヶ月未満
12ヶ月以上
１～３ヶ月未満
３ヶ月以上12ヶ月未満
12ヶ月以上
１～３ヶ月未満
３ヶ月以上12ヶ月未満
12ヶ月以上

31,500円
52,500円
73,500円
42,000円
73,500円
98,700円
47,250円
78,750円
114,450円

※入居時一時金には入居事務手数料、退去時クリーニング費用が含まれます。
※入居一時金は部屋のタイプ及び入居期間によって金額が変わります。
※入居時一時金は返金できません。
※水道光熱費には電気・ガス・水道料金が含まれます。
※インターネットは常時接続できます。手続きは不要です。
主な設備・備品
【居室】
：机・椅子、寝具、ベット、洗濯乾燥機、掃除機、書棚、冷蔵庫、ダイニングセット、
食器類、調理器具、TV・DVDプレイヤー、照明、エアコン
【共通設備】
：エレベータ、オートロック、１階コンビニ、多目的共有ラウンジ
【その他】
：管理人常駐（日本語、英語対応）
、アイロンやドライヤーはレンタル可能
＜お問い合わせ先＞
株式会社イチイコーポレーション 大岡インターナショナルレジデンス管理事務所
〒232-0061 横浜市南区大岡２-31-２
TEL：0120-948-790（国内toll-free）TEL：045-712-8870（国際有料）FAX：045-712-8870
Email: residence@japt.co.jp
営業時間：月～金 ９：00～18：00（土日祝日休）
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Chapter 4 Housing
YNU has four accommodation facilities for international researchers: Ooka International
Residence (a three-minute walk from Gumyouji Station on the Yokohama Municipal Subway Blue
Line), Hazawa International Residence (a ten-minute walk from the Tokiwadai Campus), Tokiwadai
House (a three-minute walk from the Tokiwadai Campus) and International Student House (a threeminute walk from Gumyouji Station on the Yokohama Municipal Subway Blue Line).

1 Ooka International Residence
Ooka International Residence is a quality housing complex for international community of
students, researchers, and faculty and administrative staff of YNU, aimed to promote multicultural
exchanges and mutual understanding. For reservation and application：
◆Ooka International Residence
URL http://www.int-residence.jp/r-guide/

Type of Room and Number of Units: 1K 14 Rooms, 1 LDK
4 Rooms, 2 LDK
Address: 2-31-2 Ooka, Minamiku, Yokohama 232-0061
Nearest Station: Gumyouji Station on the Yokohama Municipal Subway Blue Line

Rent and other charges
Rent

Unit: JPY, consumption tax included
Management
Fee

1K
28.32㹼28.76੍

70,000

5,000

1LDK
46.13 ~ 47.03੍

94,000

7,000

109,000

7,000

2LDK
60.51੍

Utilities

Deposit

1 month – 3 months stay
22,000 3 months – 12 months stay
Over 12 months stay
1 month – 3 months stay
32,000 3 months – 12 months stay
Over 12 months stay
1 month – 3 months stay
32,000 3 months – 12 months stay
Over 12 months stay

31,500
52,500
73,500
42,000
73,500
98,700
47,250
78,750
114,450

-Deposit includes move-in administrative fee and move-out cleaning fee.
-Price of deposit depends on the room size and the period of tenancy.
-Deposit is not refundable.
-Utilities include electricity, gas, water and Internet fee.
-Internet connection is provided. No arrangement is necessary.

Equipment and ¿xtures

Room: Desk and chair, bed and bedding, washer/dryer, vacuum cleaner, book shelf, refrigerator,
dining set, dishware, cookware, TV/DVD player, lighting, and air-conditioner.
Communal Facilities: Elevator, auto-lock system, convenience store, multipurpose lounge
Others: Resident assistant (support available in Japanese & English), iron and hair dryer are
available for rental.

＜For Inquiries＞
,&+,,&2532$7,21/7' 2RND,QWHUQDWLRQDO5HVLGHQFH0DQDJHPHQW2I¿FH
2-31 Ooka, Minami-ku, Yokohama, 232-0061
TEL and FAX:+81-45-712-8870
Email: residence@japt.co.jp
Opening: Monday to Friday 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (Closed on weekends and national holidays.)
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Room type

5 Rooms

２

羽沢インターナショナルレジデンス

単身（１R）から夫婦・家族（２K）まで入居できます。研究者のほか、学生・職員も利用
する常盤台キャンパス近くのマンションタイプの宿舎です。
（賃貸期限：平成31年３月５日まで）
空室状況・予約・手続きについては株式会社イチイコーポレーションに直接問い合わせをして
ください。
◆羽沢インターナショナルレジデンス
URL：http://www.ynu.ac.jp/campus/institution/accommodation2.html

居室タイプおよび部屋数：単身室（１R）
：７室

夫婦・家族室（２K）
：３室

住所：〒221-0866 横浜市神奈川区羽沢南２-26-１
アクセス：常盤台キャンパス北門 徒歩10分
相模鉄道

上星川駅

相鉄バス

西釜台下車

徒歩21分
徒歩８分

入居者の経費負担（単位：円、消費税分を含む額。平成26年4月以降改定あり）

住

間取り

ま

単身室

い

約20㎡

１R

月
日

夫婦・家族室 月
2K
約40㎡

日

賃料

水道光熱費等

18,000円

18,360円

当月日数日割

当月日数日割

24,000円

25,920円

当月日数日割

当月日数日割

入居一時金
１～3ヶ月未満

27,000円

3ヶ月以上12ヶ月未満

37,800円

12ヶ月以上

43,200円

１～3ヶ月未満

37,800円

3ヶ月以上12ヶ月未満

48,600円

12ヶ月以上

54,000円

※水道光熱費等には家財保険代、家賃保証料、電気・ガス・水道代・インターネット料金が
含まれます。
（インターネットは常時接続でき、手続き不要。
）
※入居時一時金には事務手数料、退去時クリーニング、寝具等のクリーニング、リネン類の
補充等の費用が含まれます。
※入居一時金は返金できません。
主な設備・備品
【居室】
単身室：机、椅子、ベッド（リネン付）、クロ-ゼット、テレビ、エアコン、ミニキッチン（電
熱コンロ）
、冷蔵庫、電子レンジ、ユニットバス・トイレ、掃除機
夫婦・家族室：机、椅子、寝具（布団）一式、テレビ、エアコン、キッチン（IHコンロ）
、冷蔵庫、
電子レンジ、洗濯機、押入れ、食器棚 、掃除機、バス・トイレ別
※消耗品（調理器具、食器、その他）は各自で用意してください。
【共通設備】
エレベーター、コインランドリー、バイク・自転車駐輪場
【その他】
非常勤管理人有
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2 Hazawa International Residence
Rooms are for individual or couple/family use. Located near Tokiwadai Campus, students and
staff of YNU as well as international researchers reside in the residence (Available from April 1st
2014 until March 5th 2019).
For reservation and application:
◆Hazawa International Residence
http://www.ynu.ac.jp/campus/institution/accommodation2.html
Room Types and Number of Rooms available:
Single (1R): 7 Rooms, Couple/ Family (2K): 3 Rooms
Address: 2-26-1 Hazawa Minami, Kanagawa-ku, Yokohama 211-0866
Access: 21 minutes walk from Kamihoshikawa Station on Sotetsu Line
8 minutes walk from Nishi Kamadai(西釜台) bus stop of Sotetsu Bus
10 minutes walk from Tokiwadai Campus North Gate

Rent and other charges (subject to change) Unit: JPY, consumption tax included
Room classi¿cation

Couple or
Family
2K
40੍

Daily
Basis
Monthly
Basis
Daily
Basis

Rent

Utilities

18,000

18,360

on a prorated basis

24,000

25,920

on a prorated basis

Deposit
1 month – 3 months stay

27,000

3 months – 12 months stay

37,800

Over 12 months stay

43,200

1 month – 3 months stay

37,800

3 months – 12 months stay

48,600

Over 12 months stay

54,000

-Utilities include home contents insurance, rental guarantee fees, electricity, gas, water and
Internet fee.
-Deposit includes move-in administrative fee and move-out cleaning fee.
-Deposit is not refundable.

Equipment and ¿xtures

Single Room: Desk and chair, bed and bedding, closet, TV, air-conditioner, kitchen, refrigerator,
microwave, bath, toilet and vacuum cleaner.
Couple/Family Room: Desk and chair, Futon (mattresses and upper-futons), TV, air-conditioner,
kitchen, refrigerator, microwave, washing machine, closet, cupboard,
vacuum cleaner, bath and toilet.
Note: Consumables (including dining set, dishware and cookware) must be prepared by the
residents.
Communal Facilities: Elevator, coin laundry, bike and bicycle parking.
Others: Part-time resident assistant is available.
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Single
㸯R
20੍

Monthly
Basis

＜お問い合わせ先＞
株式会社イチイコーポレーション
東京都品川区西五反田３－５－１７
TEL：03-5437-5233

TEL：03-5434-6300

Email: hazawa@japt.co.jp
営業時間：月～土 ９：00～18：00（日曜定休、祝日営業 ９：30～18：00）

３

常盤台宿舎

世帯用居室には、夫婦、家族の他単身でも入居ができます。（単身室は平成26年３月31日を
もって募集を中止しました。
）入居期間は、原則１年以内です。ただし、申請により1年間の延
長が認められることがあります。空室状況・予約・申込については受入教員または部局担当者
を通じて学務・ 国際部国際課国際交流係（内線3182

kokusai.koryu@ynu.ac.jp） までお問い

合わせください。

住

居室タイプおよび部屋数：世帯用居室（52.53㎡）
住所：〒240-0067

４室

横浜市保土ヶ谷区常盤台79-９（西門より徒歩３分）

ま

最寄り駅：JR横浜駅より相鉄バス浜11系統釜台住宅第３・ 上星川駅行

釜台第２下車、 徒

い

歩５分
入居者の経費負担 （消費税分を含む）
部屋区分

世帯用居室

使用料

共益費※1

合計

夫婦又は 月額

11,400円

25,200円

36,600円

単身 利用 日額

380円

840円

1,220円

月額

11,400円

35,700円

47,100円

日額

380円

1,190円

1,570円

家族利用

管理費※2
（入居時一括納入）

28,000円

管理費・使用料・共益費の金額は改定される場合があります。
※１共益費：光熱水費及び設備の軽易な修理等
※２管理費：退去後の居室の清掃、寝具、カーテン等のクリーニング、リネン類の補充等
主な設備・備品
【世帯用居室】
居室 ：布団セット、机、椅子、テレビ、ルームエアコン、下駄箱 、クローゼット
台所：流し台、ガステーブル、食卓テーブル・椅子、食器棚、冷蔵庫、電子レンジ
その他：洗濯機、掃除機
風呂・トイレ
※消耗品(鍋、フライパン、食器類)については各自でご用意ください。
◆横浜国立大学常盤台宿舎
http://www.ynu.ac.jp/international/association/accommodation/tokiwadai.html
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＜For Inquiries＞
,&+,,&25325$7,21/7' +D]DZD,QWHUQDWLRQDO5HVLGHQFH0DQDJHPHQW2I¿FH
3-5-17 Nishigotanda Shinagawa-ku, Tokyo
TEL:03-5437-5233 FAX:03-5434-6300
Email: hazawa@japt.co.jp
Opening: Monday to Saturday 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
(National holidays 9:30 a.m. to 6:00 p.m. Closed on Sundays)

3 Tokiwadai House
Family rooms are for family use or individual/couple use. (Single rooms are no longer available
after March 31, 2014.) The period of stay is in principle less than one year. However, it may be
H[WHQGHGLIDSSOLHG)RULQTXLULHVDQGUHVHUYDWLRQSOHDVHFRQWDFWWKH,QWHUQDWLRQDO2I¿FH H[WHQVLRQ
3182 kokusai.koryu@ynu.ac.jp) through your host faculty.

Rent and other charges

Unit: JPY, consumption tax included

Room classi¿cation

For couple
or single
Family room
For family

Common
service charge

Total
amount

11,400

25,200

36,600

380

840

1,220

11,400

35,700

47,100

380

1,190

1,570

Rent

Monthly
basis
Daily
basis
Monthly
basis
Daily
basis

※1

※2

Maintenance fee (charged
at the time of moving in)

28,000

-The fees mentioned above are as of March 2013 and subject to change.
※1 Common Service charge includes utility charge (light, gas and water ) and simple repairs
expenses.
※2 Maintenance fee includes expenses for cleaning room, bedclothes, curtain, etc. after Tenant
leaves.

Equipment and ¿xtures

[Family room]
Study desk and chair, TV, air conditioner, futons (mattresses and upper-futons), bedding, Kitchen
Dining (sink, gas stove), microwave, cupboard, washing machine, vacuum cleaner, dining table
and chairs, washing machine, vacuum cleaner shoe locker, bath and toilet.
For details, please refer to the website of YNU below.

◆Tokiwadai House
http://www.ynu.ac.jp/english/campus/institution/others.html
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Type of Room and Number of Units: Family room (52.53㎡) 4 Rooms
Address: 79-9 Tokiwadai, Hodogayaku, Yokohama City 240-0067
Nearest Station: Take No.11 Sotetsu Bus at the West Exit of Yokohama Station Bus Terminal, and
get off at Kamadai Dai-Ni (釜台第2) bus stop. 5 minutes walk from the bus stop.
Period of Stay: 1 year at the longest

＜お問い合わせ先＞
横浜国立大学学務・国際部国際課国際交流係
〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-１
TEL：０４５－３３９－３１８２
FAX：０４５－３３９－３０３９
E-mail：kokusai.koryu@ynu.ac.jp

４

留学生会館

1981年に開館した外国人留学生のための宿舎です。単身室には、外国人研究者本人のみ入居でき
ます。入居期間は１年で、１年以内の入居者が対象となります。清掃等のため、入居期間を短縮し
ていただく場合があります。空室状況・予約・申込については受入教員または部局担当者を通じて
学務・国際部国際課国際交流係（内線3182 kokusai.koryu@ynu.ac.jp）までお問い合わせください。
居室タイプおよび部屋数：単身室（16㎡）３室
住所：〒232-0061

横浜市南区大岡２丁目31-１

最寄り駅：横浜市営地下鉄弘明寺駅から徒歩３分

住

入居者の経費負担 （消費税分を含む）

ま

区分(割当室数）

寄宿料/月

※共益費/月

合計/月

単身室（３室）16㎡

5,900円

8,900円

14,800円

い

※平成23年度現在の金額であり、今後変更する場合があります。寄宿料、共益費とも月単位
であり、日割り計算はありません。
※共益費：水道料、リネンレンタル料等（電気、ガス、電話等は個人契約）
主な設備・備品
【単身室】：ベッド、机、椅子、ユニットバス、トイレ、ルームエアコン、台所（流し台）、
テレビ、冷蔵庫
◆横浜国立大学/留学生会館
http://www.ynu.ac.jp/campus/institution/foreign_student.html
<お問い合わせ先>
横浜国立大学学務・国際部国際課国際交流係
〒240-8501 横浜市保土ケ谷区常盤台79-１
TEL：０４５－３３９－３１８２
FAX：０４５－３３９－３０３９
E-mail：kokusai.koryu@ynu.ac.jp

５

民間アパート

民間アパートへの入居の斡旋・紹介は、生活協同組合（大学会館；電話045-331-5217）が行っ
ています。また、不動産業者の斡旋も行っています。民間アパートに入居するときは、礼金、
敷金、斡旋手数料、前家賃を払う必要があるので、家賃の４倍から６倍のお金が必要です。
また、一般に、日本で民間アパートを借りる場合、入居のための保証人が必要です。民間の
保証会社を利用してください。
◆横浜国立大学生活協同組合「住まい紹介」
http://www.ynu-coop.jp/sumai_syoukai.html
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＜For Inquiries＞
,QWHUQDWLRQDO2I¿FH
Yokohama National University
TEL: +81-45-339-3182 FAX: +81-45-339-3039
E-mail: kokusai.koryu@ynu.ac.jp

4 International Student House

International Student House was established in 1981 for international students. Three rooms
are available for international researchers engaged in education or research at YNU. Single rooms
are for individual use only and the period of stay is less than one year. Residents may be asked to
shorten the period of stay for an annual cleaning just like all the other international students.
Type of Room and Number of Units: Single room (16.㎡) 3 Rooms
Address: 2-31-1, Ooka, Minamiku, Yokohama City 232-0061
Nearest station: Gumyoji Station, Yokohama Municipal Subway Blue Line. 3 minutes walk from
the station.
Period of Stay: 1 year at the longest

Rent and other charges

Unit: JPY, consumption tax included
※Common service charge
8,900

Rent/month
5,900

Total amount
14,800

※The fees mentioned above are as of March 2012 and subject to change
※Common service charge: fee for water and bedding（Electricity, gas charges not included）

Equipment and ¿xtures

Bed, Study desk and chair, Kitchen, Unit bath, TV, air conditioner, and refrigerator
For details, please refer to the website of YNU below

◆International Student House
http://www.ynu.ac.jp/english/campus/institution/others.html
＜For Inquiries＞
,QWHUQDWLRQDO2I¿FH
Yokohama National University
TEL: +81-45-339-3182 FAX: +81-45-339-3039
E-mail: kokusai.koryu@ynu.ac.jp

5 Private Apartments
The University Co-op (University Hall, Tel: 045-331-5217) offers introductions and assistance
regarding private apartments. Assistance is also offered through real estate companies. In order to
move into a private apartment, you will need to pay a security deposit, key money, brokerage fee,
DQGWKH¿UVWPRQWK¶VUHQW7KXVLWLVQHFHVVDU\WRKDYHHQRXJKPRQH\WRFRYHUIRXUWRVL[WLPHVWKH
monthly rent when signing the lease.
In addition, you generally need a guarantor in order to rent a private apartment in Japan. If you
do not have a guarantor, please make use of private rent guarantee companies.
◆On Apartments (COOP website)
http://www.ynu-coop.jp/sumai_syoukai.html (Japanese)

－22－

Housing

Room type
Single room 16㎡

6

短期滞在者向け学外宿泊施設

6－1特別料金で利用ができるホテルおよびウィークリーマンション
横浜国立大学は以下のホテルおよびウィークリーマンションと契約を結んでいます。外国人
研究者および外国人学生用はこれらの施設を特別料金にて利用することができます。
◆横浜国際ホテル
http://yokohama.khgrp.co.jp/
◆ホテル横浜キャメロットジャパン
http://www.camelotjapan.com/
◆ホテルプラム
http://www.hotel-plumm.jp/
◆ホテルマイステイズ横浜

住

http://www.mystays.jp/location/yokohama/

ま

◆フレックステイイン横浜（旧ウィークリーマンション横浜）
http://www.ﬂexstay.jp/

い
申し込み・詳細については受入教員（受入部局担当者）にご相談ください。
6－2その他宿泊施設
上記以外のホテルについては下記のサイトで検索することができます。
◆神奈川観光情報サイト「かながわNOW」
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/stay/raku/
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6 Hotels and Weekly Condominiums
6-1 Hotels and Weekly Condominiums with Special Rates
Yokohama National University has an agreement with the following hotels and weekly
condominiums. International researchers and students can stay at a special rate.
◆Yokohama Kokusai Hotel
http://yokohama.khgrp.co.jp/en/
◆Hotel Camelot Japan
http://www.camelotjapan.com/en/
◆Hotel Plumm
http://www.hotel-plumm.jp/
◆Hotel Mystays Yokohama
http://www.mystays.jp/e/location/yokohama/index.php
◆Flexstayinn Yokohama
KWWSZZZÀH[VWD\MSHLQGH[SKS
For details and reservation, please consult the host faculty.

Other hotels in and near Yokohama can be found from the following website.
◆Kanagawa Now Japan Tourist Guide International Website
http://www.kanagawa-kankou.or.jp/english/hotels/k_area01.html
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6-2 Other accommodation

Chapter

5
Daily Life in Japan

日常生活

Living

第５章

第５章
１

日常生活

銀行

１－１

銀行の業務

日本の銀行の窓口は、原則として平日の午前９時から午後３時まで開店します。ＣＤ（現金
自動支払機）
・ＡＴＭ（現金自動預払機）は、窓口の営業時間外や、休業日でも稼働しています。
ＣＤ・ＡＴＭを利用して次のような様々な銀行取引を行うことができます。
ＣＤ（現金自動支払機）

普通預金の払出し、残高照会

ＡＴＭ（現金自動預払機）

上記に加え、預金の預入れ、振込、振替など。

なお、ＣＤ・ＡＴＭを利用した預金の払出しは、預金 口座のある銀行だけではなく、他の
民間金融機関のＣＤ・ＡＴＭでも可能です。
１－２

銀行口座の開設

銀行にあなたの名義の口座を開設すると、振込、支払、キャッシュカードの利用等ができ、
日常生活に大変便利です。口座を開設するときは、在留カードなど身分を証明するものと印鑑
が必要です。キャッシュカードは口座を開設するときに申し出れば、後日には送られてきます。

生

１－３

銀行口座の振替

日本では電気・ガス・水道・電話等の公共料金や税金などを支払う方法として口座振替が非
常に普及しています。口座振替とは普通預金口座から自動的に料金を引き落として支払うシス

活

テムです。口座振替の際に手数料がかからず、一度手続をしておくと、毎回預金口座から自動
的に支払われるので便利です。振替の開始には、通常、申込みから１か月程度かかります。ま
た、日本で留学を終えて帰国する場合、銀行等の口座を解約すると、料金を口座振替できなく
なり関係者に迷惑がかかりますので、帰国前には電気・ガス・水道・電話料金等をそれぞれ窓
口で清算するようにしてください。
口座振替の申込み方法は、普通預金口座のある銀行または公共料金支払先（電気やガス会社）
に備付けの「預金口座振替申込書・預金口座振替依頼書」に住所、氏名、取引銀行、店舗名、
口座番号等を記入し、提出します。その際、銀行届出印が必要です。
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Chapter 5 Daily Life in Japan
1 Banks

1-1 Bank Services
Generally, main bank service counters are open from 9:00 a.m. until 3:00 p.m. CDs (cash
dispenser) and ATMs can be used outside regular business hours, and also during holidays. CDs and
ATMs offer the following types of bank services:
CD

Cash withdrawals from your bank account and looking up bank account balances

ATM

The above services, as well as deposits, bank transfers, bank payments, etc.

You can make cash withdrawals using the CDs or ATMs at your own bank, as well as the CDs or
ATMs of other private banking institutions. (Service charges may apply.)

1-2 Opening a Bank Account
Opening a bank account in your own name enables you to make deposits and withdrawals, as
well as obtain a cash card for the bank’s automatic teller machines (ATMs). To open a bank account
you need your Resident Card as proof of identity and an inkan stamp instead of your signature. You
can apply for a cash card when you open your account, and it will be mailed to you later.

1-3 Automatic Bank Transfers (“Koza Furikae”)

How to Apply for Automatic Bank Transfers
1 Use “the bank transfer application form” available at the bank where you have an account, or have it
sent from the public utility company where you are making the payment (for example, electric or gas
company). Input the following information, and imprint the inkan stamp that you registered with the
bank: address, name, bank, branch name, and bank account number.
2 Submit “the bank transfer application form” to the bank or the public utility company where you are
making the payment.
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In Japan public utilities, such as gas, electricity, and telephone, and taxes are commonly paid by
using automatic bank transfers. Funds are automatically deducted from your regular bank account.
There is no service fee for automatic bank transfers. Once you complete the necessary paperwork,
you can have the bills automatically paid from your bank account.Therefore, it is very convenient.
It takes about one month for the automatic bank transfers to go into effect. When you return to your
home country, closing your bank account will cause problems for those who are receiving automatic
SD\PHQWVIURP\RXUEDQNDFFRXQW7KXVSOHDVHSD\\RXU¿QDOHOHFWULFLW\JDVZDWHUDQGSKRQH
bills in person before you leave Japan.

２

郵便・宅配便

２－１

郵便局

郵便局では通常の郵便業務の他、銀行業務（ゆうちょ銀行）も行っており口座を開設して各
種公共料金等の引き落とし、振り込み、キャッシュカードの利用等ができ、日常生活に大変便
利です。ＡＴＭ（現金自動預払機）も設置されていて、他の銀行のキャッシュカードも利用で
きます。
郵便局の営業時間は、平日の９時～17時までです。但し、振込、振替は９時～16時です。小
包を出したり、郵便を書留で送るときには、近くの郵便局へ行ってください。大きな郵便局で
は、速達・書留は24時間受付しています。
手紙やはがきは、街角にある赤いポスト（郵便のマーク「〒」がついています）に投函でき
ます。郵便切手は、郵便局かポストがあるコンビニエンスストア等で「〒」印の看板のあると
ころで売っています。
【郵便案内サービス】
受付時間

平日８：００～２２：００／

土・日・休日

９：００～２２：００

０１２０－２３２－８８６（日本語音声ガイダンス）
０５７０－０４６－１１１（英語受付）
電話番号

０５７０－０４６－６６６（携帯電話からの受付、日本語）
なお、日本郵政グループのホームページでも各種情報を得ることができます。

生

（http://www.post.japanpost.jp/index.html）

２－２

宅配便

活

国内で荷物を送る場合、郵便小包「ゆうパック」といくつかの民間の宅配会社が取り扱う宅
配便があります。
「ゆうパック」は、郵便局や「〒」印の看板のある店で送ることができます。
宅配便は、コンビニエンスストアや宅配会社の看板のある店で取り扱っています。荷物の大
きさや重量、距離によって値段が違いますが、送ることができないものもあるので、取扱店な
どでお確かめください。
海外へ荷物を送る場合、郵便局といくつかの民間の国際宅配会社があります。
各国で輸入が禁止または制限されているものもありますので注意してください。それぞれの
価格や取り扱い可能な地域などサービスに差がありますので、比較検討してください。
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2 Postal Services and Parcel Services
2-1 Post Of¿ces

$VLGHIURPQRUPDOSRVWDOVHUYLFHVSRVWRI¿FHVKDQGOHEDQNVHUYLFHV -DSDQ3RVW%DQN <RXFDQ
open postal bank accounts, and the accounts allow automatic withdrawals of utility payments, interbank wiring services, and offer their own cash cards, making them very convenient for daily life in
Japan. ATMs are available throughout the country, where you can use cash cards from other banks
too.
3RVWRI¿FHKRXUVDUHZHHNGD\VIURPDPXQWLOSP+RZHYHUUHJDUGLQJGHSRVLWVEDQN
transfers are from 900 a.m. until 400 p.m.
You can send parcels or registered mail at any post office. Large post offices offer 24-hour
express and registered mail services.
Letters can be posted in red boxes with the ࠛPDUN6WDPSVFDQEHSXUFKDVHGDWSRVWRI¿FHVRU
at convenience stores, etc., with the ࠛmark. English-language assistance for postal services are as
follows.
＜Postal Services Information＞
Monday through Friday, 8:00 a.m.-10:00 p.m.; Saturdays, Sundays and national holidays,
9:00 a.m.-10:00 p.m.

Tel

0120-232-886 (Recorded guidance in Japanese)
0570-046-111 (For calls in English)
0570-046-666 (For calls from a cellular phone, in Japanese)
Information is also available on the Japan Post Group Web site
(http://www.post.japanpost.jp/english/index.html)

2-2 Parcel Services
For parcels within Japan, small packages can be sent through the “Yu-pakku” service at the post
RI¿FHDVZHOODVWKURXJKSULYDWHFRPSDQLHVYu-pakkuFDQEHVHQWIURPSRVWRI¿FHVDQGVWRUHVZLWK
the ࠛ sign.
Takkyubin (private parcel service) is offered at convenience stores and stores displaying the
shipping company’s sign. Prices vary according to the package size, weight, and destination, and
VRPHLWHPVFDQWEHVKLSSHGVRSOHDVHFKHFNZLWKWKHVKLSSLQJVHUYLFHRUSRVWRI¿FH
For international packages, you can use the post office or private shipping companies. Please
note that there are restrictions on exporting some items. It is best to compare the services offered by
private companies, as they have different rates and service areas.
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Business
Hours

３ 医療・健康・保険
３－１

病気になったら

３－１－１

保健管理センター

保健管理センターは、健康に関するサービスを提供することを目的としており、健康診断を
行ったり、心身の健康に対する不安や疑問がある場合には医師、カウンセラー、看護婦が相談
や助言、指導を行っています。保健管理センターで行っているサービスを以下に案内しますの
で気軽に利用してください。
受付時間

平日

電

045-339-3153

話

９時～13時00分／14時～17時00分（緊急時：開館時間随時）

【保健管理センターで行っているサービス】
◆健康相談
健康管理、けが、病気、その後遺症、心理的な問題、悩みなど、医師・カウンセラーが対応
します。相談内容は秘密厳守です。
◆応急措置
自転車で転んだ、慣れない靴でひねった、実習中に手を切った、気分が悪くなった、虫に刺
された、お腹が痛い、下痢がとまらない、風邪をひいたらしい、熱が出た等々の応急の手当を
します。必要に応じて近隣の病院、クリニックを紹介します。

生

３－１－２

病院

病院にかかる場合は、国民健康保険証が必要です。受付窓口で提示してください。入院した

活

場合には、必ず大学へ連絡してください。病院によって診療（受付）時間が異なりますので、
前もって電話をしてから行ってください。なお、総合感冒薬、胃腸薬、痛み止め、湿布薬等の
簡単な薬は、薬屋で買うことができます。
３－１－３

救急車

救急車：℡119（通話料無料）急病や大けがの時には、
「119番」に電話をして救急車を呼んで
ください。
（この番号は消防車も同じなので、
「救急車」が必要であること、
「救急車」に来て欲
しい場所または目印になるものを伝えてください。英語での電話も可能ですが、できるだけ日
本語で言ってください。
（例；
「救急車」をお願いします。場所は○○です。
）
）救急車を呼んで
もお金はかかりません。公衆電話からは赤いボタンを押せば無料通話ができます。
３－２

保険

日本に３ヶ月未満滞在する研究者は自国で各保険会社の海外旅行傷害保険に加入することを
お薦めします。３ヶ月以上滞在する場合は国民健康保険に加入する必要があります。
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3 Medical Care, Health Care and Insurance
3-1 Medical Service

3-1-1 Center for Health Service Science
The Center for Health Service Science provides health-related services so that you can focus on
your work without being concerned about your health. The center offers medical checkups, and
doctors, counselors and nurses can provide advice and help when you have concerns about their
physical or mental health. Therefore please don’t hesitate to drop by the center to use the services
offered, as outlined below.
Hours

Monday through Friday, 9:00 a.m.-1:00 p.m. and 2:00 p.m.-5:00 p.m.

Tel

045-339-3153

Services provided at Center for Health Service Science
یHealth Advice and Counseling
Specialists offer advice regarding health maintenance, injuries, illness, follow-up care, psychological
problems, stress, etc. Your privacy is absolutely guaranteed.
یEmergency Services
Falling from a bicycle, getting a sprained ankle from new shoes, cutting yourself during a lab
experiment, falling ill in class, insect bites, stomach aches, diarrhea that won’t stop, catching a cold,
getting a fever, etc.; you can get treatment at the Center for Health Service Science. The center can
recommend nearby hospitals or clinics if necessary. For more details, please ask at the Center for
Health Service Science help desk.

3-2ࠉInsurance

It is recommended that researchers who stay less than three months purchase overseas traveler’s
insurance in their own country. Researchers who stay in Japan for more than three months must
enroll in the national health insurance system.
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3-1-2 Hospitals
Please remember to take your National Health Insurance Card with you when you visit the
hospital and show this at the reception desk. If you are hospitalized, make sure that you inform
the university. Business hours vary by hospital, so please inquire by telephone before you go to
the hospital. You can obtain painkillers, compresses, and medicines for colds, indigestion, etc., at
pharmacies.
3-1-3 Ambulances
Ambulances: Telephone 119 (toll free number) In case of an emergency such as a sudden illness or
an accident, dial the Fire Department at 119 and request an ambulance. Please say that you need a
kyûkyûsha, or ambulance, and give them the address of your location and nearby landmarks.
Although you can use English when calling for an ambulance, it is recommended that you use
Japanese. (Example: “Kyûkyûsha o onegai shimasu. Basho wa (place name) desu.” “Ambulance,
please. The place is…”) If you are calling from a public telephone, press the red button before
dialing 119. Emergency calls are free if you press the red button before calling.

３－３

国民健康保険

日本に３ヶ月以上滞在する研究者は、国民健康保険に加入する必要があります。保険に加入
した人は、 治療費や入院費の約70％が補助されます。 ひと月の治療費が高額にのぼる場合に
は、自己負担の限度額も定められます。ただし、保険対象外の治療もありますので、歯科治療
や入院の際などは特に、予め病院などで確かめてください。家族も加入でき、家族の医療費も
約70％が補助されます。
＜加入手続き＞
１．近くの市町村区役所に行き国民健康保険の加入の手続きを行ってください。来日して数ヶ月
以上たってから国民健康保険の加入手続きをとると、来日してから現在の分までの保険料を
まとめて支払うように指示される場合がありますので注意してください。
詳しいことは市役所の国民健康保険担当課に問い合わせてください。

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/sja/17national-health.html
２．加入後、請求書が送付されるので、保険料を銀行で支払い（現金払いか銀行口座引き落とし）
してください。

４

電気・ガス・水道

４－１

電気

民間のアパート等に入居する場合は、最寄りの東京電力の営業所に電話してください。

生

４－２

ガス

ガスには都市ガスとＬＰガスの２種類があります。都市ガスの場合は、ガス会社の人と本人

活

立ち会いでないと使用を始めることはできません。民間のアパート等に入居する場合は、最寄
りの東京ガスの営業所または最寄りのＬＰガス取扱販売店に連絡してください。なお、ガス器
具は、都市ガス用とＬＰガス用があり、それぞれ専用の器具となっていますので、器具を購入
する際は、自分の住居がどのガスを使用しているかを必ず確かめてから購入してください。な
お、本学の研究者用宿泊施設に入居する場合は、管理人にお尋ねください。
４－３

水道

日本は良質の水に恵まれた国であり、衛生施設も完備されているため、水道の水は飲むことが
できます。使用を始めようとするときは、横浜市であれば、最寄りの水道局営業所に電話してく
ださい。なお、本学の研究者用宿泊施設に入居する場合は、管理人にお尋ねください。
◆東京電力

http://www.tepco.co.jp/e-rates/index-j.html

◆東京ガス

http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/chuushi_tetsuzuki.html

◆横浜市水道局 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/os/tetsuduki/tetsuduki.htmll
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3-3 National Health Insurance

International Researchers planning to reside in Japan for more than three months are required to
subscribe to National Health Insurance. This insurance covers 70% of charges for medical care and
hospitalization. If monthly medical fees add up to a large sum, there is a cap on the total amount
that you have to pay. However, some dental procedures and some kinds of hospitalization may not
be covered, so be sure to inquire at the hospital before you undergo treatment.
Family members can also enroll in this insurance program, and about 70% of medical costs are
also covered for family members.
＜The Administrative Process＞
3OHDVHHQUROODWWKHZDUGRI¿FHRUFLW\KDOOLPPHGLDWHO\DIWHUDUULYLQJ-DSDQ,Q-DSDQHQUROOPHQW
in a health insurance plan is mandatory, and premiums must be paid not from the date of enrollment,
but from the date of eligibility (day when you move into the city). For more details, please contact
WKHVHFWLRQLQFKDUJHRIQDWLRQDOKHDOWKLQVXUDQFHDW\RXUPXQLFLSDORI¿FH
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/en/17national-health.html
2 After you enroll a bill will be mailed to you, and you can pay at a bank. You can also arrange for the
fee to be automatically deducted from your bank account.

4 Electricity, Gas, and Water
4-1 Electricity
,I\RXOLYHLQDSULYDWHKRXVLQJSOHDVHFDOOWKHQHDUHVW7RN\R(OHFWULF3RZHU&RPSDQ\RI¿FHIRU
information on electricity usage.

There are two types of gas, city gas and liquid propane gas. In order to use city gas, a
representative from the gas company must come to check the gas valves and facilities before
beginning service. If you live in a private housing, please contact the nearest Tokyo Gas business
RI¿FHRUWKHQHDUHVW/3JDVGHDOHU:KHQEX\LQJDQGXVLQJJDVHTXLSPHQWSOHDVHPDNHVXUHWKDW
they are compatible with the kind of gas being supplied. If you live in one of the accommodation
facilities of YNU, please consult with the person in charge.

4-3 Water
Japan has high sanitation standards, so tap water is drinkable anywhere in the country. To begin
WRUHFHLYHZDWHUVHUYLFHLI\RXOLYHLQ<RNRKDPDFDOOWKHQHDUHVW:DWHU'HSDUWPHQWEXVLQHVVRI¿FH
If you live in one of the accommodation facilitie of YNU, please consult with the person in charge.
䕺TEPCO http://www.tepco.co.jp/en/index-e.html
䕺Tokyo GAS http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/chuushi_tetsuzuki.html
䕺Yokohama Waterworks Bureau Home http://www.city.yokohama.lg.jp/suidou/langage/english/
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4-2 Gas

４－４

NHK（日本放送協会）

日本では、NHK（日本放送協会：公共放送）の放送を受信できるテレビ（テレビチューナー
付きパソコン、ワンセグ対応端末などを含みます）を持っている人は、NHKと放送受信契約
を締結すること（受信料を払うこと）が法律で義務づけられています。
詳しくは以下のホームページを参照してください。
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_l.html

５

電話

電話を取り付けるときは、局番なしの「１１６番」又は近くのＮＴＴ支店・営業所の窓口へ
申し込んでください。詳細はＮＴＴのＨＰ（http://web116.jp/phone/index.html）を参照して
ください。
ダイヤル通話料は、通話先の距離、通話時間、通話時間帯によって異なります。ＮＴＴ以外
の電話会社の回線を利用すると、時間や距離によっては、より安く電話をかけることができます。
日本から外国へ電話する場合は、００１（ＫＤＤI）、００４１（ソフトバンクテレコム）ま
たはプラス０１０相手国電話番号でかけられます。また、市内の各所に設置されている国際通
話兼用カード式公衆電話からは、海外に直接電話がかけられます。

６

携帯電話

生

日本の携帯電話会社には、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル、au by KDDIなどがあり、
各社の販売店で購入できます。契約方法、必要書類などは会社によって異なるので確認してく
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ださい。通常、パスポート、在留カード、預金通帳等が必要です。
詳細は以下の携帯電話会社のＨＰを参考にしてください。
◆ＮＴＴドコモ

http://www.nttdocomo.co.jp/

◆ソフトバンクモバイル
◆au by KDDI

７

http://mb.softbank.jp/

http://www.au.kddi.com/index.html

ごみ

ごみの収集の仕方は、地域によって違います。近所の人にごみの出し方をよく教えてもら
い、規則通りに決められた日の朝に出しましょう。間違えるとトラブルになることがあります
から、十分注意しましょう。
（横浜市のごみの捨て方については、巻末付録参照）

8

セクシュアル・ハラスメント、キャンパス・ハラスメント
不快な性的言動を受けた場合は、毅然とした態度ではっきりと拒否の意思表示をしてくださ

い。セクシュアル・ハラスメント及びキャンパス・ハラスメントの被害にあったら、ひとりで
悩まずに勇気を出して周囲の信頼できる人に相談したり、大学の相談窓口に相談しましょう。
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4-4 NHK (Nippon Hoso Kyokai: Japan Broodcasting Corporation)
In Japan, every owner of a television set which can receive NHK TV Program (including a PC
with a TV tuner, One-Sec-enabled mobile devices, etc.) required by the Broad Cast Law of Japan to
enter into a Broadcast Receiving Contract with NHK and pay the appropriate receiving fee.
Please refer to the website below for details.
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/multilingual/english/index.html

5 Telephone Service
To get a new connection, please dial NTT (Nippon Telephone and Telegraph Company) directly
at 116, or see a sales representative at the local branch office. For the detail, please refer to the
website of NTT at http://www.ntt-east.co.jp/en/
Telephone charges vary according to distance, duration of the call, and time of day. Depending
on the time and distance of your phone calls, using a line from a company other than NTT may be
cheaper.
Dial 001 (KDDI), or 0041 (Softbank Telecom) for international telephone service. After dialing
the three/four digit number (indicating the company), dial the country code and the telephone
number. You can call overseas from various International Telephones around the city.

6 Mobile Phones

◆NTT Docomo
◆Soft Bank
◆au by KDDI

http://www.nttdocomo.co.jp/english/
http://mb.softbank.jp/en/
http://www.au.kddi.com/english/index.html

7 Garbage Disposal

Garbage collection methods vary depending on the location. You should consult with people
in the neighborhood about the proper way to dispose of garbage and take out the garbage in
the morning on designated days only. Bring out the wrong garbage on the wrong day can cause
problems, so please be careful. (Please see Appendices regarding the Garbage Disposal in
Yokohama City).

8 Sexual Harassment and Campus Harassment

If someone makes you feel uncomfortable through words or actions that have sexual overtones,
LWLVLPSRUWDQWIRU\RXWRWHOOWKHPVRFOHDUO\ZLWKD¿UPDWWLWXGH,I\RXDUHWKHYLFWLPRIVH[XDO
KDUDVVPHQWRUFDPSXVKDUDVVPHQWGRQǯWVXIIHUDORQH+DYHFRXUDJHDQGFRQVXOWZLWKDQHDUE\
person who you trust, or the counselor or advisor at the university.
Our university is preparing for new window for sexual harassment and campus harassment
which you can report the incident directly.
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The three main mobile phone companies in Japan are NTT Docomo, Softbank and au by KDDI.
All of these have phones for sale at their shops. Contracts and required documents are different
from each company, but generally, a passport, a Resident Card and a bank passbook are necessary
to sign up. You can get information on services, price plans and phone models in English on each
company’s website.

Qセクシュアル・ハラスメントとは？
相手を不快にさせる性的な発言・行動をいいます。セクシュアル・ハラスメントに該当するか
どうかは、基本的には発言・行動 の受け手がそれを不快に感じるかどうかです。セクシュアル・
ハラスメントは、教職員対学生、学生対学生、教職員対教職員などのどのようなケースでも起こ
り得ます。
Qキャンパス・ハラスメントとは？
キャンパス・ライフにおいて、例えば、教職員・学生・関係者の間で上下または力関係等を利
用して行われる当事者の嫌がる不快な発言・行動、さらに一方的な思いこみに基づいてなされる
発言・行動などを言います。なお、広い意味ではその中にセクシュアル・ハラスメントを含みま
すが、本学の規則ではセクシュアル・ハラスメントを除く狭義でのキャンパス・ハラスメントを
意味します。

９

神奈川県・横浜市生活に関する情報サイト

◆横浜市暮らしのガイドブック
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/
◆横浜観光情報
http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/
◆横浜市保土ヶ谷区役所
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/

生

◆横浜市南区役所
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/
◆神奈川県

多言語情報

http://www.pref.kanagawa.jp/life/1/1/10/

活

神奈川県が提供する身近な生活に関する多言語情報サイトです。
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトルガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語他
などがあります。
◆「こんにちは神奈川」

http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f4010/

「こんにちは神奈川」は、神奈川県が提供する外国籍県民向け生活情報紙です。
５言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語）で年に３回発行してい
ます。いずれも日本語併記です。
県機関、県内市町村外国人登録窓口・相談窓口、東京入国管理局横浜支局、県内地域国際化
協会等で配布しています。
◆外国籍県民のための保健・医療ガイド

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7540/

神奈川県内に住んでいる外国籍県民の方を対象に、病気にかかったり怪我をしたときの相談
先や医療機関にかかる際に必要なものなど、保険医療や福祉の各制度について案内していま
す。
◆「ＩＮＦＯ

ＫＡＮＡＧＡＷＡ」多言語情報メール配信サービス

かながわ国際交流財団で行っている「 INFO KANAGAWA 」は、神奈川県内のお知らせ
やイベントを月４回程度日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語でメール配信するサービ
スです。
（携帯電話、 パソコンどちらでも可能）
。 登録したい方は、 希望の言語を書いて「
infokanagawa@k-i-a.or.jp 」にメールを送ってください。
－35－

Q What is Sexual Harassment ?
Sexual harassment is sexual words or behavior that makes someone feel uncomfortable.
The designation of sexual harassment basically depends on whether the person subject to these
words/behaviors is made to feel uncomfortable. Sexual harassment can occur between university
employees and students, between students, and between employees.
Q What is Campus Harassment ?
Campus harassment occurs on campus when individuals abuse their seniority or privileges to
through one-sided words or actions that make others feel uncomfortable. Campus harassment can
RFFXUDPRQJXQLYHUVLW\HPSOR\HHVVWXGHQWVDQGRWKHUV%URDGO\GH¿QHGFDPSXVKDUDVVPHQWFDQEH
VHHQWRHQFRPSDVVVH[XDOKDUDVVPHQW+RZHYHUDVDUXOHWKH8QLYHUVLW\XVHVWKHQDUURZGH¿QLWLRQRI
campus harassment that excludes sexual harassment.

9 Useful Information for Living In Yokohama and Kanagawa
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◆Yokohama Living Guide
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/en/
◆About the City of Yokohama
http://www.welcome.city.yokohama.jp/eng/travel/
◆Hodogaya Word Of¿ce
http://www.city.yokohama.lg.jp/hodogaya/english/
◆Minami Word Of¿ce
http://www.city.yokohama.lg.jp/minami/85language/86lang-eng/
◆Kanagawa Multilingual Information http://www.pref.kanagawa.jp/life/1/1/10/
It is a list of multilingual information websites in English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese,
Tagalog, Thai and Vietnamese offered by Kanagawa Prefectural Government.
◆Hello Kanagawa http://www.pref.kanagawa.jp/mlt/f4010/
It is a newsletter issued by Kanagawa Prefectural Government to provide living information for
foreign residents. It is issued three times a year in five languages (English, Chinese, Korean,
Spanish, and Portuguese). All versions have Japanese texts, too.
<RXFDQREWDLQWKHQHZVOHWWHUDWWKHSUHIHFWXUDORI¿FHVWKHPXQLFLSDORI¿FHVIRUDOLHQUHJLVWUDWLRQ
and counseling services, Yokohama District Immigration Office of the Tokyo Regional
Immigration Bureau, and the international exchange associations in the prefecture.
◆Public Health and Medical Care Guide http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7540/
This guidebook explains about the social insurance and public welfare system in Kanagawa for
foreign residents such as where to go and what to bring when they become ill or injured.
◆Info Kanagawa
It is a service which sends useful information in English, Spanish, Portuguese and Japanese
by e-mail to your cell phone or computer. Send a message to infokanagwa@k-i-a.or.jp to start
receiving news from Kanagawa.
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第６章
１

緊急時の対応

盗難防止

貴重品は常に身近に置き、各自で盗難にあわないように注意してください。盗難にあった場
合は、所属部局の担当係に連絡してください。学外で盗難（犯罪）にあった場合は、すぐに
１１０番通報をして、警察の指示に従がってください。

２

交通事故

本学の周辺は、坂道が多く、自転車と歩行者の接触事故などが頻繁に起こっていますので、
十分注意してください。加害者になった場合、相手のけがの程度にもよりますが、賠償を要求
されることがあります。このような場合に備えて、少額なお金で補償が得られる保険への加入
をすすめます。（第５章の３－２

保険：25ページを参照）なお、交通事故により、けが人が

出た場合は、状況に応じて１１９番に通報して救急車を呼んでください。１１０番で警察にも
通報し、場所や状況を知らせてください。

３

火事

住居には、初期消火のために必ず消火器を備えておいてください。自分の力で消火するのが
不可能な場合は、すぐに１１９番に通報してください。１１９番に電話する場合、電話の相手
側が「火事ですか、救急ですか」と聞くので、まず「火事です」と答えて、住所及び目標物（近
くにある大きな建物等の名前）を伝えてください。また、まわりの人にも大きな声で伝えま
しょう。消防自動車等のサイレンが聞こえてきたら、道案内に出てください。

４

地震・津波

日本は地震が多い国ですが、地震に遭ってもあわてずに落ち着いて行動することが大切です。
日頃から、市役所等で配布されている広報冊子などで、最寄りの避難場所をチェックしておきま
しょう。また、地域や寮などで集団で行われる訓練には参加するようにしてください。地震が発
生したときに、津波が起こることがあります。テレビやラジオで情報を確認してください。津波
警報・注意報が出ているときは、海岸や河口に近づいてはいけません。日頃の備えについては、

緊

大学で配布されているカード「地震のときに注意すること」を参照してください。

急

５

台風

時

日本は、８月から９月に、強風と大雨を伴う台風が到来します。土地の低い場所では床上浸水
などの被害をもたらしします。むやみに外出せずに、気象情報に注意して適切に行動しましょう。

６

日頃の備え

第６章のような災害の対策として、予め、あなたの居住地の区役所で、自分の家の近くの指定された避
難場所を確認し、家具など転倒の危険があるものは、固定するなど、転倒防止策を施してください。
緊急の際には、自分の周りの高齢者や体に不自由な人をサポートしてください。手短な所にあなたが
携帯できる避難用品（薬、水、非常食品、懐中電灯、ラジオ、お金など）を常置しておいてください。
◆神奈川県、災害時外国人住民支援のページ
日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、
ラオス語、カンボジア語
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417431/
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Chapter 6 In Case of Emergency
1 Prevention of Theft

Please make sure you always carry your valuables with you, and do your part to ensure that you
don’t become the victim of theft. If something has been stolen, please contact the person in charge
in your faculty. If you are the victim of a theft or crime off campus, immediately dial 110 to contact
the police, and follow their instructions.

2 Traf¿c Accidents

There are many steep slopes near the university that have seen many accidents, such as those
between bicycles and pedestrians, so please be careful. You may be required to pay a fine if
you inflict injury on someone else depending on the severity of the injury. For such cases, we
recommend that you enroll in an insurance (Please see Chapter 5-3-2 Insurance: Page 26). If
VRPHRQHLVLQMXUHGLQDWUDI¿FDFFLGHQWGHSHQGLQJRQWKHVLWXDWLRQGLDOWRFDOODQDPEXODQFH
Also call the police by dialing 110, and please let them know the location and situation of the
incident.

3 Fire

3OHDVHPDNHVXUH\RXKDYHD¿UHH[WLQJXLVKHULQ\RXUUHVLGHQFH,I\RXGHWHUPLQHWKDW\RXFDQ¶W
H[WLQJXLVKD¿UHRQ\RXURZQLPPHGLDWHO\FDOO:KHQ\RXFDOOWKHWHOHSKRQHRSHUDWRUZLOO
ask “kaji desuka, kyûkyû desuka"´ ,VLWD¿UHRUDPEXODQFHHPHUJHQF\" &DOPO\UHSO\³kaji desu” (it
LVD¿UH DQGJLYH\RXUDGGUHVVDQGQHDUE\ODQGPDUNV WKHQDPHVRIODUJHEXLOGLQJVQHDUE\ $OVR
LWLVLPSRUWDQWWRZDUQWKHSHRSOHLQWKHDUHDDERXWWKH¿UHLQDORXGYRLFH:KHQ\RXKHDUWKH¿UH
trucks approaching, direct them to your residence.

4 Earthquakes and Tidal Waves (Tsunami)

Japan has many earthquakes, and in the case of an earthquake it is important to stay calm. To
prepare for the possibility of an earthquake, check the location of evacuation areas in the pamphlets
SUHSDUHGE\WKHFLW\KDOORUZDUGRI¿FH
Also, it is recommended that you participate in the earthquake drills conducted in your dormitory
or neighborhood. Earthquakes can sometimes trigger tidal waves (tsunami), so make sure to check
the radio or television for recent information. Absolutely avoid coastal areas in the event of a tsunami
warning.Please check “Preparing for an earthquake,” the document distributed by our university.
There are frequent typhoons and rainstorms from August through September in Japan. Low-lying
DUHDVVRPHWLPHVH[SHULHQFHGDPDJHGIURPÀRRGLQJ6RGRQ¶WJRRXWVLGHPRUHWKDQQHFHVVDU\DQG
act appropriately, paying attention to weather reports.

6 Regular Disaster Preparedness

3OHDVHFKHFNZLWK\RXUORFDOJRYHUQPHQWRI¿FHWRFRQ¿UPWKHORFDWLRQVRIGHVLJQDWHGHYDFXDWLRQ
areas near your house in the event of a large-scale disaster. Please make sure you secure or reinforce
furniture and items in your home that might easily fall over. In the event of an emergency, please
assist the elderly or those with physical disabilities who live near you. Please maintain a collection
of items in an easily accessible place to bring with you in the event of an emergency, such as
PHGLFDWLRQZDWHUHPHUJHQF\IRRGVXSSOLHVÀDVKOLJKWUDGLRFDVKHWF
◆Information to support foreign residents at the time of disaster
Japanese, English, Chinese, Korean, Spanish, Portuguese, Tagalog, Thai, Vietnamese, Lao and
Cambodian
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f417431
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5 Typhoons
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第７章
１

帰国に際して

住まいの退去

横浜国立大学の研究者用宿泊施設に入居していた場合は、入居時に渡された『外国人研究者
用宿舎入居案内』に記載されている「退居時の心得」をよく読み、室内を入居前と同じ状態に
戻してください。
民間のアパート等に入居していた場合は、帰国する少なくとも１ヶ月以上前に、家主または
賃貸不動産業者に退去予定日を通知してください。直前に申し出ると次の月の家賃を請求され
ます。また、部屋をきれいに掃除し、住み始めたときと同じ状態にしておかないと、敷金から
修理代などが差し引かれます。家具や寝具、自転車などの大型ごみの処分が必要な場合は、自
治体の規則に従ってください。
◆横浜市資源循環局

粗大ごみ

http://www.city.yokohama.lg.jp/shigen/sub-shimin/dashikata/das3.html

２

公共料金等の精算

横浜国立大学の研究者用宿泊施設に入居していた場合は、大学が手続を行います。費用など
は発生しません。
民間のアパート等に入居していた場合は、電気・ガス・水道・インターネット等の料金は、
それぞれの会社に連絡し、使用停止や料金精算の手続きを行ってください。
◆東京電力

http://www.tepco.co.jp/e-rates/index-j.html

◆東京ガス

http://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/chuushi_tetsuzuki.html

◆横浜市水道局 http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/os/tetsuduki/tetsuduki.html

３

口座の解約

銀行窓口に解約手続きを申し出てください。公共料金を口座自動引き落としにより支払って
いた方は、必ず料金の精算が済んだことを確認してから、口座を解約してください。
持参するもの

帰国 に 際 し て

（１）通帳
（２）身分証明書（旅券・在留カードなど）
（３）キャッシュカード
（４）印鑑（開設時に使用した場合）

４

健康保険料の精算

帰国する日が決まったら、国民健康保険の加入者は、保険証を居住地の市(区)役所に持参し、
精算してください。保険証の有効期限が出国日までに訂正されます。
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Chapter 7 Before Leaving Japan
1 Moving Out
If you are staying in one of the accommodation facilities of YNU, please clean the
accommodation in accordance with the “Guide to Housing for International Researchers at
Yokohama National University (p4)”, provided at entering the accommodation, and return it to its
original condition. International Division will check the room within two weeks before you leave.
䚷Please arrange the schedule (date and time) with the International Division so that you or your
family (or your host faculty) can attend the room check.
If you are staying in a private housing, please give the landlord or the real estate company at
least one month’s notice. If the notice is given at the last minute, the month’s rent will be charged.
Please clean the accommodation thoroughly and return it to its original condition, otherwise repair
fees will be deducted from the deposit (Shikikin). If you are disposing of large-sized garbage such
DVKRXVHKROGIXUQLWXUHIXWRQVELF\FOHVHWFSOHDVHFRQWDFWWKH&LW\:RUG2I¿FH
◆Garbage and Recycling (City of Yokohama)
http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/koho/lifeguide/en/25garbage.html

2 Settlement of Utility Bills
If you are staying in a private housing, please do not forget to settle the electricity, gas, water,
internet, and other utility bills by contracting the respective companies before moving out. If
you are staying in one of the accommodation facilities of YNU, you do not need to contact those
companies; the university will do it for you.
◆TEPCOࠉhttp://www.tepco.co.jp/e-rates/index-j.html
◆TOKYO GASࠉhttp://home.tokyo-gas.co.jp/userguide/chuushi_tetsuzuki.html
◆Yokohama Waterworks Bureau http://www.city.yokohama.jp/me/suidou/os/tetsuduki/tetsuduki.html

3 Closure of Accounts
Please close the bank accounts at the respective service counters. If you have registered for
automatic utility deductions from your account, please close it after make sure that all debts are
paid.
<Necessary Documents for Closing Bank Accounts>

4㻌Cost-adjustment of Health Insurance
If you have a National Health Insurance Card, you must return it to the respective City/Ward
2I¿FHDIWHUWKHGHSDUWXUHGDWHLVVHW7KHH[SLUDWLRQGDWHZLOOEHPRGL¿HGWRWKHGHSDUWXUHGDWH
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Before Leaving Japa

1) Account book
2) ID (Passport or Resident Card)
3) Cash card (if you have one)
4) Inkan stamp used for opening the account (if applicable)

５

在留カードの返却

研究を終えて帰国するときは、住んでいるところの市区町村窓口で海外転出届を出さなけれ
ばなりません。在留カードは空港などでの出国手続きの時に入国管理官に返納します。
なお、帰国予定日の直前に在留期限が来てしまう場合、帰国準備のための短期滞在のビザを
申請することができます。

６

その他返却手続き

研究員証および図書館カードは各部局窓口または国際課へ返却してください。

帰国 に 際 し て
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5 Returning Resident Card
When you to return to your home country after completing your research, you must file a
notification that you are moving overseas at the municipal office with jurisdiction over your
QHLJKERUKRRG<RXPXVWDOVRUHWXUQ\RXUUHVLGHQWFDUGWRWKHLPPLJUDWLRQRI¿FHUZKHQFRPSOHWLQJ
departure procedures at the airport or port.
Please note that if your period of stay is going to expire before your scheduled date of departure,
you can apply for a short-term visa to allow you to prepare to leave Japan.

6 Other Returning Procedures
Please return your University ID Card and Library ID Card to your host faculty or International
Division.

Before Leaving Japa
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International Of¿ce
Yokohama National University
79-1 Tokiwadai, Hodogaya-ku, Yokohama
Kanagawa, 240-851 Japan
E-mail: international@ynu.ac.jp
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