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このマニュアルを使う方へ

“このマニュアルのねらい”

　近年の大学国際化の進展に伴い、本学が受け入れる外国人研究者の数が増加し、その形態も多種

多様になってきた中、受け入れるための雇用手続きや査証手続きなどを負担に感じる教職員が少な

くありません。

　このマニュアルをみなさまに活用いただき、仕事のお役にたてれば幸いです。なお、実際にお使

いいただき、内容等に関するご意見・ご提案を編集部にお寄せいただければ、今後の改訂に反映さ

せていきたいと考えていますので、ご協力いただきますようにお願いいたします。

“このマニュアルの使い方”

　このマニュアルは、p1表Ⅰ-1「外国者研究者の分類」に示す外国人研究者を外国から呼ぶ場合を想

定して一連の査証手続き等をまとめていますので、使用の際は適用対象にご留意ください。

　このマニュアルでは、来日前から帰国後までの事務手続きの流れ、必要な書類の作成方法および

関連情報を紹介していますが、必要書類の原本については、関係部署から直接取り寄せていただく

か、もしくは関係ウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。

名古屋大学国際企画室

2008年1月

お問合せ先　info-oisp@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
http://www.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/
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Ⅰ はじめに

1．外国人研究者について

　名古屋大学では、さまざまな外国人研究者を受け入れていますが、その受入種別は下
の表のようになります。これは、「外国人研究者等受入れデータ」に入力する際の外国
人研究者の分類を示しています。それぞれの例によって、書類を取り扱う部署、手続き
（必要書類）が異なりますので、表Ⅰ-1および次ページ以降を参考にして諸手続きを進め
てください。

表Ⅰ-1　外国人研究者の分類
分類 説明 例 担当部署 期間 参考ページ

外国人
研究員
（※）

本学で雇用している
外国人研究員（旧文
部科学省事業）

客員教授、客員准教授など 受け入れ部局・
国際企画室

主
　
　
に
　
　
長
　
　
期
　
　
滞
　
　
在

☞ P10-15

外国人
共同�
研究員

本学の教員と共同で
研究に参画する外国
人研究者

日本学術振興会事業（外国人招へい研究
者・外国人著名研究者招へい事業・二国
間交流事業など）

受け入れ部局

21世紀COEプログラムにより受け入れ
る共同研究者

受け入れ部局

科学研究費補助金、寄附金、受託研究、
民間との共同研究、私費等により部局
で受入れる共同研究員等

受け入れ部局

外国人
研修員

本学で公的な研究者
育成プログラム及び
職員研修プログラム
等を受ける者

日本学術振興会事業（外国人特別研究
員・論文博士支援事業、JSPS サマープ
ログラムなど）

受け入れ部局・
国際課

外国人受託研修員制度に基づく研修員
（JICA研修員）

受け入れ部局・
国際課

中国医学研修生受け入れ部局・国際課中
国政府派遣研究員

受け入れ部局・
国際課

私費等で研究者育成を目的とし滞在す
る者、または職員研修プログラム等を
受ける者など

受け入れ部局

研究集
会等参
加者

本学が企画する学
会、シンポジウム、
セミナー、講演会等
に参加する者

日本学術振興会による国際研究集会制
度により招へいする研究集会等参加者

受け入れ部局

短
　
期
　
滞
　
在

☞ P7-9

科学研究費補助金、21世紀 COEプログ
ラム、寄附金、私費等により学会等に参
加する者など

受け入れ部局

外国人
来訪者

表敬訪問・視察・調
査等のために来訪す
る者

表敬訪問・視察・調査等の目的により滞
在した訪問者など

受け入れ部局・
国際課

※�この内、本学が雇用する「外国人研究員」とは、本学の附置研究所、全国共同利用施設、学内共同教育研究施設な
どにおける共同研究などに参画させるため、本学が招へいし、1年以内の契約期間を定め雇用する常時勤務の外
国人の研究員をいいます。その雇用期間は、1年を超えないものとし、必要に応じて、更新することができます。

は
じ
め
に
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2．在留資格と査証（ビザ）

　日本へ入国しようとする外国人は、自国政府から有効な旅券（パスポート）の発給を受
け、その旅券に日本国大使館・総領事館（在外公館）であらかじめ査証（ビザ）を取得し
た上で来日しなければなりません。
　査証申請は、代理人が日本国内で手続きする制度はなく、申請人（外国人研究者）が在
外公館で直接行わなければなりません。ただし、申請手続きの際に必要となる書類の中
には、本学が発行したり、本人の代理として本学担当者が関係機関に申請し、発行を受
けて本人へ送らなければならないものがいくつかあります。
　査証申請の際に必要になる書類は、在留資格によって異なり、その資格は「短期滞在」
と、“それ以外の在留資格”に大別されます。本学が受け入れる外国人研究者の在留資格
は以下の表に示してありますので、該当する資格を確認してください。

表Ⅰ-2　外国人研究者によくある在留資格の種類
※本学で雇用する外国人研究者の在留資格は「教授」「特定活動」です。

在留資格 日本で行うことができる活動
1. 短期滞在 無報酬でシンポジウム、講演などへの参加活動（滞在は90日以下）

2. 教　　授 本邦の公的機関と雇用契約を結び、本学において一般的な研究もしくは研究の指導
又は教育をする活動

3. 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動（特定の分野での教育・研究）
4. 家族滞在 教授、研究、文化活動の在留資格を持つ者の扶養を受ける家族の日常的な活動
5. 研　　究 本邦の公私の機関と契約を結び、本学以外の機関で研究を行う業務に従事する活動
6. 文化活動 収入を伴わずに本学で研究・教育などを行う活動

※�来日する外国人研究者に、どの在留資格が適用されるかわからない場合は、入国管理局の「就労審査
部門」に直接お問い合わせ下さい。
　�上の表は一般的な例ですが、報酬・契約・活動などの諸条件により、在留資格が変わる場合があります。

関連HP
❖外国人招へい研究者 http://www.jsps.go.jp/j-inv/main.htm
❖外国人著名研究者 http://www.jsps.go.jp/j-awards/index.html
❖二国間事業による研究者  http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/index.html
❖外国人特別研究員 http://www.jsps.go.jp/j-fellow/main.htm
❖科学研究費補助金 http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
❖21世紀 COE プログラム http://www.nagoya-u.ac.jp/study/coe/ （名古屋大学）
 http://www.jsps.go.jp/j-21coe/index.html （JSPS）
❖国際研究集会 http://www.jsps.go.jp/j-meeting/01_boshu.htm
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3．租税条約について

　租税条約とは、居住地国と源泉地国の両方からの二重課税の回避、また脱税の防止の
ため、主権国家の間で締結されている条約です。
　外国人研究者の居住国と日本との間で租税条約が締結されている場合、国内源泉所得
に対する課税が軽減または免除される場合があります。

は
じ
め
に

査証に関する問い合わせ先
外務省HP	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html（領事情報参照）
外務省査証相談センター窓口
 電話：03-5501-8431

必要書類のダウンロード先
外務省HP	 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html
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4．事務手続きの概要（フローチャート）

　在留資格による、おおまかな事務手続きは以下のようになります。それぞれの項目を
確認して事務手続きを進めていきましょう。

 「短期滞在」
Ⅰ 来日前

1．招へい旅費等の準備
渡航の目的がシンポジウム等への出席・共同研究等である場合には、謝金の有無にか
かわらず、旅費及び滞在費にも20％の所得税が掛かる。但し、以下の場合は、源泉徴
収は不要になるので、いずれかの手続きを行う。
①旅費・滞在費等を直接、交通機関・宿泊施設に支払う。
　※学内施設を利用する場合は経費によって直接支払いできないことがある。
②租税条約を適用する。
　�日本国と報酬を受ける者の国が租税条約を締結しており、該当する免税条項があ
り、且つ研究者本人の適用の希望がある場合は、租税条約適用の手続きを行う。

　�米・英・仏居住者の場合は、渡航前に本人が母国で入手しなければならない書類（居
住者証明書）があるので、早めに準備をする。

2．査証（ビザ）取得のための書類手配（来日1ヶ月前までに研究者に送付）
必要書類を揃えて外国人研究者に送り、自国でのビザ申請を促す。
（ビザ取得が必要な場合）

3．宿舎の手配（なるべく早く）
学内の施設が空いている場合はHPから予約の手配をし、空きがない場合は、学外の
ホテルや短期で入れる施設を予約する。

4．必要書類の送付・その他準備
来日にあたっての必要書類（アクセス方法、雇用・名古屋大学に関する
書類など）を送付する。
また、その他、必要な手続きを確認して準備しておく。

Ⅱ 来日後

1．学内の施設に滞在する場合は、事前に鍵を受け取って案内し、学外の宿泊施設
を利用する場合は、予約した滞在先の案内をする。

2．租税条約の手続き（支払い前日までに租税条約の届出書を千種税務署に提出）
必要書類を準備し、外国人研究者にサインをもらった後に、区役所に提出する。
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 「教授」「特定活動」「家族滞在」「研究」「文化活動」

Ⅰ 来日前

1．雇用手続き
本学と雇用契約を結ぶ場合には、外国人雇用契約書等の書類を3ヶ月前までに人事労
務課第二人事掛に提出する。

2．査証（ビザ）取得のための書類手配（2ヶ月前までに入国管理局に提出）
必要書類を揃えて、入国1ヶ月前までに外国人研究者に送り、自国での査証申請を促す。

3．租税条約適用の準備
（米・英・仏居住者証明書は取得までに2-3ヶ月掛かるので注意）
日本国と報酬を受ける者の国が租税条約を締結しており、該当する免税条項があり、
且つ研究者本人の適用の希望がある場合は、租税条約適用の手続きを行う。
米・英・仏居住者の場合は、渡航前に本人が母国で入手しなければならない書類（居
住者証明書）があるので、早めに準備する。

4．宿舎の手配（なるべく早く）
学内施設は2月と8月に申し込みの通知があるので、学部・研究科の
担当掛を通じて申し込む。空きが無い場合は、外国人研究者を受け
入れてくれる学外の施設を探す。

5．必要書類の送付・その他準備
来日にあたっての必要書類（アクセス方法、名古屋大学について、ゴミ出しルールな
ど）を送付する。また、その他、必要な手続き（印鑑作成、住居確認など）を確認して
準備しておく。

※「教授」は1～5、それ以外は3～5の手続きを行います。

は
じ
め
に
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Ⅱ 来日後

1．宿舎への案内
・�学内の施設で居住する場合は、外国人研究者に同行し、各施設の業務時間内（10:00
～17:00）に宿舎の鍵を取りに行く。業務時間外に到着する場合は、担当者が予め当
該施設で鍵をもらっておく。
・�学外の宿泊施設を利用する場合は、できれば契約・諸費用の説明の補助をする。

2．区役所に行く
・�外国人登録を行う（滞在90日以上の場合）
・�国民健康保険に加入する（滞在1年以上の場合）

3．銀行に行く
区役所で手続き後、交付された「外国人登録原票記載事項証明書」などを持って銀行
の口座開設を行う。（給与振り込みなどに必要）

4．雇用契約書の取り交わし（外国人研究者が本学と雇用契約を結ぶ場合）・
 　招へい旅費の精算（本学で招へい旅費を支払う場合）を行う。

5．租税条約適用手続き
この条約の適用が必要な場合は、最初の支払いの前日までに書類を千種税務署に提出
する。

Ⅲ 帰国前後
① 帰国前

1．宿舎の退去に関連する事項の確認

2．各種証明書等の返却・解約手続き

3．帰国後の銀行口座の処理についての確認

② 帰国後
1．宿舎、証明書等の処理

2．帰国旅費の精算（帰国後3ヶ月以内）
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Ⅱ 来日前

1．ビザ取得などの手続き

（1）在留資格 ―「短期滞在」
①招へい旅費等の準備
　外国人研究者が、給与取得を有する（雇用契約を結ぶ）場合は、その旅費は非課税にな
ります。しかし、渡航の目的がワークショップ、シンポジウムなどへの出席、講演、知
識の教授や共同研究など（研究打ち合わせも含む）「人的役務の提供」である場合は、謝
礼の有無に関わらず、旅費や滞在費に対しても20％の源泉所得税がかかります。
　但し、以下の場合は、源泉徴収は不要になるので、いずれかの手続きを行います。

　◎旅費・滞在費等を直接、交通機関・宿泊施設に支払う。
　　※�学内施設を利用する場合は経費によって直接支払いできないことがあるので経

理・会計に確認すること。
　◎租税条約を適用する。
　　→�日本国と報酬を受ける者の国が租税条約を締結しており、該当する免税条項があ

り、且つ研究者本人の適用の希望がある場合は、租税条約適用の手続きを行う。
　　　　�米・英・仏居住者の場合は、渡航前に本人が母国で入手しなければならない書

類（居住者証明書）があるので、早めに準備をする必要があります。�☞ P18

　上記の措置を行うことができない場合は、必ず事前に財務課統括グループ（内線2057、
5876） へ相談してください。また、詳細についてもこちらに問い合わせてください。

②査証（ビザ）取得のための書類手配
　「短期滞在」については、代理人が日本国内で申請する書類はなく、申請人（外国人研
究者）が次ページの書類を揃えて在外公館にて取得の手続きをしますので、本学の担当
者は、必要な書類を準備して申請人に送付します。

【査証が不要な場合】
　日本において就労をしない（給与を得ない）こと、日本がその外国人研究者が国民とな
っている国と査証免除取り決めを結んでいること、が条件になります。
　日本が2008年2月現在、この取り決めを行っているのは以下の62の国・地域です。こ
れらの国・地域に当てはまる国民で、活動内容が「短期滞在」資格に該当すれば、その外
国人研究者は査証取得が不要です。

来

日

前



8

表Ⅱ-1　査証免除措置国・地域一覧表　（2008年2月現在�計62の国・地域）

アジア地域
シンガポール、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ北米地域
アメリカ、カナダ中南米地域
アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、�
ドミニカ（共）、バハマ、バルバドス、ホンジュラス、メキシコ

欧州地域
アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、�
キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、�
スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、�
ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア、マルタ、モナコ、�
ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、英国

大洋州地域
オーストラリア、ニュージーランド

中近東地域
イスラエル、トルコ

アフリカ地域
チュニジア、モーリシャス、レソト

☞最新情報および各国の滞在許可期間は、外務省Web ページ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/annai/visa_2.htmlを参照してください。

【査証が必要な場合】

表Ⅱ-2「短期滞在」査証申請に必要な書類（申請人本人が居住国で申請）

1．ロシア、NIS 諸国、中国以外の国籍の方
査証申請人が準備するもの 招へい者（名古屋大学）が準備するもの

①旅券
②査証申請書　1通
③写真　1葉
④在職証明書
⑤航空便予約確認書／証明書等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
　（渡航費用を申請人が負担する場合）
⑦旅券以外の本人を確認できる書類
　（身分証明書等）
⑧補足資料（居住証明書など）

①招へい理由書
②滞在予定表

＊�渡航費用を本学が負担する場合には、③④が
必要

③身元保証書
④受入れ教員の在職証明書

A招へい理由書

B滞在予定表

C身元保証書

D受入れ教員の
　在職証明書
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2．ロシア、NIS 諸国の国籍の方
査証申請人が準備するもの 招へい者（名古屋大学）が準備するもの

①旅券
②査証申請書　2通
③写真　2葉
④在職証明書

①招へい理由書
②滞在予定表
③受入れ教員の在職証明書
④入国目的疎明資料
　（シンポジウム資料等）
⑤身元保証書
＊�⑤は教授・助教授以上の者が業務上招へいす
る場合は省略可

※ これらの国々では、国内手続きに長期間を要する場合がありますので、書類の作成・
送付はなるべく早急に行いましょう。

3．中国の国籍の方
査証申請人が準備するもの 招へい者（名古屋大学）が準備するもの

①旅券
②査証申請書　2通
③写真　2葉
④在職証明書
⑤戸口簿写し
⑥�暫住証又は居住証明書（申請先の大使
館、総領事館の管轄地域内に戸籍を有
しない場合）

①招へい理由書
②滞在予定表
③受入れ教員の在職証明書
④身元保証書
＊�④は渡航費用を招へい元が負担する場合に�
必要

＊④は教授以上の方が招へいする場合は省略可

※�「因公護照」（公用旅券）にて口上書を付けて査証申請を行う場合は、査証申請人側の
④～⑥および招へい者側の③④は不要。
※�申請人が中国国外に居住している場合の提出書類は、申請する大使館（総領事館）の�
HPを確認する。

◎ �作成する書類のサイズは、�全て A4サイズにする必要があります。
◎ �書類のダウンロード
　 ☞外務省 HP 
　　　http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/kokuseki.html 
◎ �大使館、総領事館によって提出書類が異なる場合がありますので、手続きを急
ぐ場合は、外国人研究者が書類を提出する在外公館に、予め確認をしてもらう
と良いでしょう。

E招へい理由書

G招へい理由書

B滞在予定表

B滞在予定表

D受入れ教員の
　在職証明書

D受入れ教員の
　在職証明書

F入国目的疎明	
　資料

C身元保証書

H身元保証書

来

日

前
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（2）在留資格 ―「教授」
①雇用手続き
　外国人研究者（外国人研究員）が、本学と雇用契約を締結する場合は、まず以下の書類
を整え、各学科事務を通して人事労務課第二人事掛へ提出します。「外国人研究員雇用
計画書」は、招へい予定月の前月20日まで（招へい状が必要な場合は、2ヶ月前の末日ま
で）に提出する必要があります。ただし、「在留資格認定書」を取得する期間を約2ヶ月間
と見積もると、この雇用計画書は3ヶ月ほど前に提出することが望ましいでしょう。各
部局から提出された「外国人研究員雇用計画書」に基づき、総長名による招へい状及び契
約書が発行され、部局へ送付されます。
　必要な書類は、各学部・研究科の人事担当にあります。

　外国人研究員の本給は、次のいずれかを適用し、本給の額は「外国人研究員の本給表」
のとおりとします。
　甲種：極めて顕著な研究業績を有する者
　乙種：甲種以外の者

❖ 外国人研究員雇用計画書
❖ 履歴書� ☞　様式自由
❖ 理由書（甲種のみ）� ☞　様式自由
　 （研究業績や受賞歴などを具体的に記入）

　外国人研究員の雇用に変更のある場合（招へい取り止め・契約解除・契約更新など）
は、「外国人研究員雇用計画変更願」を提出しなければなりません。

②査証（ビザ）取得のための書類手配
　「教授」の資格には査証取得が必要です。短期滞在の場合と異なり、あらかじめ日本国
内で「在留資格認定証明書」の交付申請、取得をすることができます。
　「在留資格認定証明書」とは、法務省所轄の入国管理局で交付される証明書（Certificate�
of�Eligibility）で、外国人が上陸審査を受ける際に、日本での活動、在留資格が上陸の条
件に適合していることを証明するものです。
　ほとんどの国で必ずこの書類が必要になりますので、本学担当者が用意して送付します。

K履歴書

O招へい状

S雇用契約書

I外国人研究員
　雇用計画書

I外国人研究員
　雇用計画書

J外国人研究員
　雇用計画変更願

在留資格認定証明書に関する問合せ・ダウンロード先
入国管理局HP：http://www.moj.go.jp/NYUKAN/

名古屋入国管理局（2008.4.28より）
　場　　所： 名古屋市港区正保町5-18（あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車徒歩1分）
　受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土日・祝日を除く）
　電　　話：052-955-0927（代表）



11

表Ⅱ-3「教授」査証取得までの書類の流れ（申請人本人が居住国で申請）

1．外国人研究者から名古屋大学に①～④の書類を送ってもらう。
　①旅券のコピー（氏名・顔写真掲載ページ）
　②履歴書（様式は自由）
　③最終学歴証明書（出来る限り）
　④写真1枚（40×30mm）
2．名古屋大学から入国管理局に①～⑦を提出する。
　上記①～④（写真の裏面に申請者名を記入）
　⑤申請書 I「教授・教育」（様式「その1」「その2」）
　⑥採用予定証明書または招へい状
　⑦�返信用封筒�
（長3＋切手430円分／送料80円＋簡易書留350円�＊速達希望の場合は＋270円）

3．入国管理局から名古屋大学に書類が郵送される。
　①在留資格認定証明書
4．名古屋大学から外国人研究者へ書類を送付する。
　①在留資格認定証明書
　②採用予定証明書または招へい状
5．外国人研究者から居住地の日本大使館へ書類を提出する。
　上記①②
　③旅券
　④査証申請書（通常2通）　　研究者本人が用意
　⑤写真（45×45mm）2枚
！中国の国籍の方は更に以下の書類が必要！
　⑥戸口簿写し
　⑦�暫住証又は居住証明書�
（申請先の大使館、領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合）

6．日本大使館から外国人研究者に査証（ビザ）が発行される。

※ 英語の文書には、必ず和訳をつけることが必要です。
※ 入管では、申請者の職員証（写真付き）の提示が求められるので、必ず持参します。
※ パスポートを申請中の場合は、これが無くても在留資格認定書の申請が可能です。

K履歴書

L最終学歴証明書

N採用予定証明書

N採用予定証明書

O招へい状

O招へい状

M-1
　	在留資格認定証
明書交付申請書

来

日

前

外　国

外国人研究者

日本大使館

名古屋大学 入国管理局

日　本

6 5 4

1

3

2
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（3）在留資格 ―「特定活動」
　「特定活動」とは、法務大臣が指定している特定の分野での教育・研究活動を意味し、
優先的に必要書類の発行が受けられます。平成19年7月より「地域再生計画（愛知県次世
代産業事業化推進計画）」として再スタートされています。現在対象となっているのは、
「健康長寿」「環境・エネルギー」「ライフ・クオリティ」「バイオテクノロジー」「ナノテク
ノロジー」「IT」の分野です。これらに係る外国人研究者の受入を促進することにより、
即戦力となる国際レベルの優秀な人材を確保し、受入れ先における研究開発の活発化と
その成果を生かした新産業の創出が見込んでいます。名古屋大学では以下の研究科が対
象になります。

工学研究科、生命農学研究科、法学研究科、教育発達科学研究科、
環境医学研究所、エコトピア研究所、情報連携基盤センター、
農学国際教育協力研究センター、生物機能開発利用研究センター、医学系研究科

①雇用手続き
　外国人研究者（外国人研究員）が、本学と雇用契約を締結する場合は、まず以下の書類
を整え、各学科事務を通して人事労務課第二人事掛へ提出します。「外国人研究員雇用
計画書」は、招へい予定月の前月20日まで（招へい状が必要な場合は、2ヶ月前の末日ま
で）に提出する必要があります。ただし、「在留資格認定書」を取得する期間を約2ヶ月間
と見積もると、この雇用計画書は3ヶ月ほど前に提出することが望ましいでしょう。各
部局から提出された「外国人研究員雇用計画書」に基づき、総長名による招へい状及び契
約書が発行され、部局へ送付されます。
　必要な書類は、各学部・研究科の人事担当にあります。

　外国人研究員の本給は、次のいずれかを適用し、本給の額は「外国人研究員の本給表」
のとおりとします。
　甲種：極めて顕著な研究業績を有する者
　乙種：甲種以外の者

❖ 外国人研究員雇用計画書
❖ 履歴書� ☞　様式自由
❖ 理由書（甲種のみ）� ☞　様式自由
　 （研究業績や受賞歴などを具体的に記入）

　外国人研究員の雇用に変更のある場合（招へい取り止め・契約解除・契約更新など）
は、「外国人研究員雇用計画変更願」を提出しなければなりません。

K履歴書

I外国人研究員
　雇用計画書

J外国人研究員
　雇用計画変更願

I外国人研究員
　雇用計画書

O招へい状

U雇用契約書



13

②査証（ビザ）取得のための書類手配
　「特定活動」の資格には査証取得が必要です。短期滞在の場合と異なり、あらかじめ日
本国内で「在留資格認定証明書」の交付申請、取得をすることができます。
　「在留資格認定証明書」とは、法務省所轄の入国管理局で交付される証明書（Certificate�
of�Eligibility）で、外国人が上陸審査を受ける際に、日本での活動、在留資格が上陸の条
件に適合していることを証明するものです。
　ほとんどの国で必ずこの書類が必要になりますので、本学担当者が用意して送付します。

M-2
　	在留資格認定証
明書交付申請書

来

日

前在留資格認定証明書に関する問合せ・ダウンロード先
入国管理局HP：http://www.moj.go.jp/NYUKAN/

名古屋入国管理局（2008.4.28より）
　場　　所： 名古屋市港区正保町5-18（あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車徒歩1分）
　受付時間：9:00～12:00、13:00～16:00（土日・祝日を除く）
　電　　話：052-955-0927（代表）
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表Ⅱ-4「特定活動」査証取得までの書類の流れ（申請人本人が居住国で申請）

1．外国人研究者から名古屋大学に①～④の書類を送ってもらう。
　①旅券のコピー（氏名・顔写真掲載ページ）
　②履歴書（様式は自由）
　③最終学歴証明書（出来る限り）
　④写真1枚（40×30mm）
2．名古屋大学から入国管理局に①～⑦を提出する。
　上記①～④（写真の裏面に申請者名を記入）
　⑤申請書N「研究」……「特定活動」（様式「その1」「その2」「その3」）
　⑥採用予定証明書または招へい状
　⑦�返信用封筒�
（長3＋切手430円分／送料80円＋簡易書留350円�＊速達希望の場合は＋270円）

3．入国管理局から名古屋大学に書類が郵送される。
　①在留資格認定証明書
4．名古屋大学から外国人研究者へ書類を送付する。
　①在留資格認定証明書
　②採用予定証明書または招へい状
5．外国人研究者から居住地の日本大使館へ書類を提出する。
　上記①②
　③旅券
　④査証申請書（通常2通）　　研究者本人が用意
　⑤写真（45×45mm）2枚
！中国の国籍の方は更に以下の書類が必要！
　⑥戸口簿写し
　⑦�暫住証又は居住証明書（申請先の大使館、領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場
合）

6．日本大使館から外国人研究者に査証（ビザ）が発行される。

※ 英語の文書には、必ず和訳をつけることが必要です。
※ 「在留資格認定証明書交付申請書」（その1）の右上に「地域再生」と記載します。
※ 入管では、申請者の職員証（写真付き）の提示が求められるので、必ず持参します。
※ パスポートを申請中の場合は、これが無くても在留資格認定書の申請が可能です。

N採用予定証明書

O招へい状

K履歴書

L最終学歴証明書

N採用予定証明書

O招へい状

M-2
　	在留資格認定証
明書交付申請書

M-2
　	在留資格認定証
明書交付申請書

外　国

外国人研究者の家族

日本大使館

名古屋大学 入国管理局

日　本

6 5 4

1

3

2
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（4）在留資格 ―「家族滞在」
①査証（ビザ）取得のための書類手配
　外国人研究者の在留資格が「教授」「特定活動」の場合で家族も一緒に来日する場合は、
外国人研究者の在留資格認定書を申請する時に同時に家族の分も申請します。
外国人研究者が来日後に家族も来日することになった場合は、研究者本人が申請を行います。

表Ⅱ-5「家族滞在」査証取得までの書類の流れ（申請人本人が居住国で申請）

1．外国人研究者の家族から名古屋大学に①～④の書類を送ってもらう。
　①旅券のコピー（氏名・顔写真掲載ページ）
　②�扶養者との身分関係を証する文書（戸籍謄本、婚姻届け受理証明書、結婚証明書、
出生証明書等）

　③�写真1枚（40×30mm）
2．名古屋大学から入国管理局に①～④を提出する。
　上記①～③（写真の裏面に申請者名を記入）
　④申請書R「家族滞在」（様式「その1」「その2」）
3．入国管理局から名古屋大学に書類が郵送される。
　①在留資格認定証明書
4．名古屋大学から外国人研究者の家族へ書類を送付する。
　①在留資格認定証明書
5．外国人研究者の家族から居住地の日本大使館へ書類を提出する。
　上記①
　②旅券� ⑤扶養者との身分を証する文書
　③査証申請書（通常2通）� ⑥扶養者の旅券のコピー�

研究者の

　④写真（45×45mm）2枚� ⑦扶養者の職業及び収入を証する文書�
家族が用意

！中国の国籍の方は更に以下の書類が必要！
　⑧戸口簿写し
　⑨�暫住証又は居住証明書（申請先の大使館、領事館の管轄地域内に戸籍を有しない場合）
　⑩質問票
6．日本大使館から外国人研究者の家族に査証（ビザ）が発行される。

※ 英語の文書には、必ず和訳をつけることが必要です。
※ 入管では、申請者の職員証（写真付き）の提示が求められるので、必ず持参します。
※ パスポートを申請中の場合は、これが無くても在留資格認定書の申請が可能です。

（5）在留資格 ―「研究」「文化活動」
　「研究」と「文化活動」に該当する外国人研究者は、本学以外の機関と雇用契約を結ん
で来日するため、雇用及び査証に関する手続きは、本学では行いません。

P結婚証明書

M-3
　	在留資格認定証
明書交付申請書

来

日

前
外　国

外国人研究者

日本大使館

名古屋大学 入国管理局

日　本

6 5 4

1

3

2



16

（6）国際企画室の「在留資格認定書・代理申請サービス」
　国際企画室では、本学が受け入れる外国人研究者の在留資格認定証明書を、各部局担
当者に代わり申請する代行サービスを行っています。採用予定証明書を入手後にご依頼
ください。
※ 在留資格認定証明書に関わる手続きのみの代行で、雇用関係など他の手続きは行って

いませんのでご注意ください。
　このサービスには、下記の2種類があります。
a. 申請書作成等＆取次ぎ（来日3ヶ月前まで受け付けます。）
　在留資格認定証明書交付申請に係るほぼ全般の作業（在留資格認定証明書交付申請書作
成・研究者本人等との連絡・書類の和訳等）を国際企画室で行います。

【2008年1月現在の対象部局】
国際開発研究科、農学国際教育協力研究センター、法政国際教育協力研究センター
教育発達科学研究科、国際経済政策研究センター、環境学研究科、高等教育研究センター
発達心理精神科学教育研究センター

【提出書類】
①代理申請申込書
②採用予定証明書
③写真、履歴書など本申請に必要で、すでに各部局にて入手している書類など
④430円切手（証明書交付後の入国管理局からの郵送代）

b. 取次ぎのみ（来日2ヶ月前まで受け付けます。）
　各部局で、在留資格認定証明書交付申請書を含む全ての書類を作成してください。その
作成後の書類を、入国管理局へ代理で交付申請します。英語の文書には和訳の提出が必要
になりますので、サンプルを参考に作成して添付してください。

【2008年1月現在の対象部局】
教育発達科学研究科、国際開発研究科、環境医学研究所、地球水循環研究センター
物質科学国際研究センター、高等教育研究センター、発達心理精神科学教育研究センター
エコトピア科学研究所、国際経済政策研究センター、環境学研究科、太陽地球環境研究所
情報連携基盤センター、生物機能開発利用研究センター、農学国際教育協力研究センター
法政国際教育協力研究センター

【提出書類】
①代理申請申込書
②採用予定証明書
③在留資格認定証明書交付申請書（様式「その1」、および「その2 I」）
④写真（40×30mm）1枚
⑤パスポートコピー（氏名及び顔写真掲載ページ）
⑥履歴書（書式は自由）
⑦最終学歴証明書コピー（できる限り）
⑧返信用封筒（430円切手貼付）
※ 対象研究者は外国人研究員（客員教授、客員准教授など）になります。
※ 同伴家族のいる場合、その他詳細については以下の Web ページを確認してください。
　http://www.iech.provost.nagoya-u.ac.jp/ukeire.pdf
　�（名古屋大学国際交流協力推進本部 Web ページ「外国人研究者受け入れ支援サービスの紹介」）

Q代理申請申込書

Q代理申請申込書

N採用予定証明書

N採用予定証明書

K履歴書

L最終学歴証明書

M	在留資格認定証
明書交付申請書
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提出書類	チェックリスト
� （このリストは国際企画室へ提出する必要はありません。）

a．申請書作成等＆取次ぎ

各部局（センター）� 外国人研究員（※3） 国際企画室�

□ 代理申請申込書（様式1）

□ 採用予定証明書（様式2）�
� （※1）

□ 履歴書等（※2）

□ 430円切手�

� →国際企画室へ提出

□ 写真　1枚�

□ パスポートコピー�

□ 家族のパスポートコピー�
� （「家族滞在」を同時申請する場合）

□ 各種証明書�等（必要に応じ）

� →国際企画室へ提出

□ �在留資格認定証
明書交付申請書

□ 封筒

b．取次ぎのみ（全ての書類を準備してから国際企画室へ）

各部局（センター）

□ 代理申請申込書（様式1）

□ 在留資格認定証明書交付申請書

□ 採用予定証明書（様式2）（※1）

□ 写真　1枚

□ 封筒（430円切手貼付）

□ 履歴書等（※2）

□ パスポートコピー

□ 家族のパスポートコピー�
� （「家族滞在」を同時申請する場合）

□ 各種証明書�等（必要に応じて）

� →国際企画室へ提出

※1 �立証資料として提出するものです。別添様式を利用してください。また、「活動内
容、期間、地位および報酬を証する文書」であれば、各部局既存の採用予定証明書、
または招へい状でも代替可能です。

※2 �申請書作成にあたり根拠となる資料として必要です。受入れ決定時に使用した書類
等をご提出ください。

※3 �代理申請申し込み時に、これらの書類等をすでに部局にて取り寄せている場合は、
他の書類等と併せて国際企画室までご提出ください。

Q代理申請申込書

Q代理申請申込書

N採用予定証明書

N採用予定証明書

N採用予定証明書

O招へい状

K履歴書

M	在留資格認定証
明書交付申請書

M	在留資格認定証
明書交付申請書

来

日

前



18

2．租税条約に関する届出書の準備

（1）日本との租税条約締結国
　現在、日本と租税条約を締結している国、地域は以下の表のとおりです。ただし国に
よっては、租税条約を結んでいても、教授等に該当する項目がなかったり、特別な条件
が付けられている場合があります。適用に当たっては、事前に財務省のHPを調べたり、
千種税務署に問い合わせて確認することが必要になります。

表Ⅱ-7　我が国の租税条約ネットワーク　（45条56カ国適用　平成19年11月現在）

地域 日本と租税条約を締結している国・地域

アジア（12）
中国、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、シンガポール、�
インドネシア、インド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュ、�
ベトナム（香港、台湾、マカオは含まない）

オセアニア（3） オーストラリア、ニュージーランド、フィジー
中近東（3） エジプト、トルコ、イスラエル
アフリカ（2） 南アフリカ、ザンビア

ヨーロッパ（15）
アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、�
スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、�
フィンランド、フランス、ベルギー、ルクセンブルグ

北・南米（4） アメリカ、カナダ、ブラジル、メキシコ

東ヨーロッパ・旧ソ連
（17）

アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、�
キルギス、グルジア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、�
トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、�
モルドバ、ルーマニア、ロシア

（2）租税条約適用チェック

※�欧米などのように母国の方が税率が高い場合など、租税条約を適用しない方が良いこ
ともありますので、外国人研究者本人に適用の希望があるかどうか確認が必要です。

Q1．研究者の居住国との間に租税条約がある

Q2．当該租税条約の条項中に該当項目（教授、研究、自由職業者（講演等））がある

Q3．研究者が租税条約の適用を希望している

A1．適用手続きを行います。 A2．適用手続きの必要はありません。

はい　　　　　いいえ
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（3）米・英・仏国居住者への租税条約適用
　米・英・仏国に居住する外国人研究者が租税条約を適用することを選択したら、通常
の必要書類に加え「特典条項に関する付表」および「居住者証明書」の提出が必要となり
ます。「居住者証明書」は研究者本人が居住国（母国）で取得する必要があり、この証明
書は、申請から取得まで2～3ヶ月以上かかることが多いので、必ず早めの指示をし、日
本入国前に入手しておくよう依頼してください。

米国：内国歳入庁（Internal�Revenue�Service,�IRS）
　　　http://www.irs.gov/businesses/small/international/
　　　article/0,,id=137809,00.html
英国：国税庁HPから書類をダウンロードして、サイン・官印をもらう。

3．宿舎の手配

（1）学内の宿舎
　外国人研究者用の宿舎として、以下のように長期用（1ヶ月～1年）と短期用（～30日）
のものがあります。

① 長期用
　❖�宿舎の入居契約期間（長期用）は、基本的に1ヶ月以上1年以内です。
　❖�年に2回、2月と8月に申し込みのお知らせがありますので、所属学部・研究科等の

教務、庶務の担当者を通じて申し込みます。
　❖�予約した部屋の鍵の受け渡し時間は、各施設とも平日10:00-17:00です。宿泊者本人

または事務担当者が受け取ってください。
　　�　施設 a、bの鍵はインターナショナルレジデンス事務局で受け取ります。
　　�　施設 c、dは、それぞれの施設で受け取ります。
　❖�入居者には、入居上の注意事項を必ず伝えて下さい。

　学内施設に関する詳細の問い合わせ先
　　研究協力・国際部国際課　国際交流会館掛（内線2197）

R居住者証明書

X特典条項に
　関する付表

来

日

前
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a. インターナショナルレジデンス

種　類 面積（m2） 室料（円／月） 戸　数 タイプ

施設と室料
夫婦室 34.31 18,627 20 1K
家族室 51.84 29,996 2 2LDK

設　　　備 台所・バス・トイレ・ベッド・洋服ダンス・収納庫・机・椅子・�
エアコン・冷蔵庫等

住　　　所 〒464-0814　名古屋市千種区不老町1　　TEL：789-2197
＊別に共益費4,700円、電気・水道・ガス代が必要

b. リサーチャーズビレッジ

種　類 面積（m2） 室料（円／月） 戸　数 タイプ

施設と室料 家族室
76.45 53,668

6
2LDK

78.33 54,735 2LDK
67.54 5,845 2LDK

設　　　備 台所・バス・トイレ・ベッド・洋服ダンス・収納庫・机・椅子・�
エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・テレビ等

住　　　所 〒464-0804　名古屋市千種区東山元町6-1-1　　TEL：788-6028
＊別に共益費4,700円、電気・水道・ガス代が必要
＊問い合わせはレジデンス事務室へ　内線（2197）

c. 野依記念学術交流館・外国人研究者用居住施設

種　類 面積（m2） 室料（円／月） 戸　数 タイプ

施設と室料

単身室 50.9～54.1 527,737～29,301 3 1LDK
夫婦室�

（メゾネット式） 81.0～91.10 63,879～70,553 5 1LDK

家族室�
（メゾネット式） 97.17～107.35 74,558、96,427 2 2LDK

設　　　備 IH採用・台所・バス・トイレ・ベッド・洋服ダンス・収納庫・机・椅子・
エアコン・冷蔵庫・乾燥機付洗濯機・��食洗機・電子レンジ・テレビ等

住　　　所 〒464-0814　名古屋市千種区仁座町1-1　　�
TEL：788-6121（受付カウンター）

＊別に共益費4,700円、電気・水道代が必要（IH採用のためガス代は不要）

d. 高針団地猪高町宿舎

施　　　設 単身室（男性用）（21.5m2）26室／1K
室　　　料 8,648円／月

設　　　備 ベッド・洋服ダンス・収納庫・机・椅子・エアコン・冷蔵庫等�
ただし、台所、バス、トイレ、洗濯機（100円／回）乾燥機（無料）は共同

住　　　所 〒465-0094　名古屋市名東区亀の井2－38　　�
TEL：705-1650（地下鉄東山線「一社駅」徒歩3分）

＊別に共益費6,000円（水道、ガス代含む）、電気代が必要
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② 短期用
　短期の宿泊（基本的に30日まで）が可能です。詳細は「宿泊・厚生施設の予約・利用案
内」のHPでご確認ください。
　http://www.nagoya-u.ac.jp/index4s.jsp

a. 事務局4号宿泊施設

種　類 室料（円／日） 戸　数 構　造
施設と室料 単身室（ワンルーム） 3,320 3 2階建て1階部分

設　　　備 ミニキッチン・洗濯乾燥機・バス・トイレ・ベッド・クローゼット・�
エアコン・机・椅子・冷蔵庫・電子レンジ・湯沸しポット　等

＊インターネット使用可　　＊最長13泊まで　　他に宿泊の予約がない場合は延長可能

b. シンポジオン

種　類 室料（円／日） 戸　数 構　造

施設と室料
シングル 3,750 8

3F 部分ツイン（2人で使用時の1人の料金） 3,210
2

　　　（1人で使用時） 4,450

設　　　備
テレビ・学内専用電話・冷蔵庫・湯沸しポット・電気スタンド・石鹸・�
リンスインシャンプー・ハミガキセット・ひげ剃り・お茶セット・�
タオル・浴衣・スリッパ・ドライヤー

＊インターネット使用不可　　＊最長30泊まで

c. グリーンサロン東山

種　類 室料（円／日） 戸　数 構　造

施設と室料
シングル 4,080 5

2F 部分ツイン（2人で使用時の1人の料金） 3,660
1

　　　（1人で使用時） 5,100

設　　　備
テレビ・学内専用電話・冷蔵庫・湯沸しポット・電気スタンド・石鹸・�
リンスインシャンプー・ハミガキセット・ひげ剃り・お茶セット・�
タオル・浴衣・スリッパ・ドライヤー

＊インターネット使用時は、事前に財務部契約課契約総括掛（内2082）まで連絡が必要
＊最長30泊まで

d. 職員クラブ

種　類 室料（円／日） 戸　数 構　造

施設と室料
シングル 3,260 11

2-3F 部分ツイン（2人で使用時の1人の料金） 3,020
1

　　　（1人で使用時） 4,380

設　　　備
テレビ・学内専用電話・冷蔵庫・湯沸しポット・電気スタンド・石鹸・�
リンスインシャンプー・ハミガキセット・ひげ剃り・お茶セット・�
タオル・浴衣・スリッパ・ドライヤー

＊インターネット使用不可　　＊最長30泊まで

来

日

前
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【東山キャンパス内の宿泊施設の位置】

学内の宿舎入居の際の注意事項
入居者には、以下の事項を必ず守るように伝えて下さい。

1． 部屋への入室は土足禁止
　 ➡ これが守られていないため、床に黒ずみ・汚れが付き、取り除くことができないこと

があります。
2． 流しに油を流さない
　 ➡ これが守られないと、配管が詰まり、常に水回りがあふれてしまいます。
3． ゴミの分別
　 ➡ 正しい方法で、正しい場所に出すことが必要です。

布団のリース
　掛け布団、敷き布団、毛布、ベッドパット、シーツ2枚、枕、枕カバーのセットで
1ヶ月シングル1,500円、ダブル1,600円です。
　使用の希望がある場合は、レジデンス（内線2197）へ申し込みをして下さい。

グリーンサロン東山

職員クラブ
シンポジオン

野依記念学術交流館

インターナショナルレジデンス

長期滞在用
短期滞在用

事務局4号館宿泊施設

リサーチャーズビレッジ
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（2）学外のアパート・マンション
① アパート・マンション情報
　学内の宿泊施設が満室の場合などは学外の住居を探しますが、以下の3社は外国人研究
者にも提供可能な物件を取り扱っています。入居の希望がありましたら、下記の問い合わ
せ先まで直接ご連絡ください。また、来社の際は日本語の分かる人が同行して下さい。

a．Nasic 株式会社学生情報センター本山店

❖�「Nasic 株式会社学生情報センター」が仲介するマンション・アパートについては、「日
本賃貸保証株式会社」の保証システム（JIT トリオ）が利用できます。これは賃借契約
締結の際に連帯保証人がつけられない場合、民間保証会社を利用するシステムです。

上記物件および保証人制度の問合せ先	
Nasic 株式会社学生情報センター本山店
電　話：0120-749-114
　　　　052-781-0749
U R L：http://749.jp/mansion/store/motoyama/

b. 名古屋学生青年センター　国際学生ハイツ

問合せ・宿泊申込み先
名古屋学生青年センター
電　話：052-781-0165
住　所：〒466-0804 名古屋市昭和区宮東町260
U R L：http://www.nskk.org/chubu/nyc/apartments.html

c．株式会社共立メンテナンス

問合せ・宿泊申込み先
株式会社共立メンテナンス西日本支社名古屋支店
電　話：052-204-6101
F A X：052-204-6105
U R L：http://www.kyoritsugroup.co.jp/

★北部生協の「住まいの斡旋コーナー」でも民間の宿泊施設の紹介をしています。
　　　　　　T　E　L：052-781-7503
　　　　　　F　A　X：052-781-7524
　　　　　　営業時間：11:00-16:00　　土日祝祭日及び12/23-1/6は休み

来

日

前
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②賃貸関連費用の説明
　民間の住居を探し、契約する際に重要なのが、日本独特の習慣による諸費用の説明で
しょう。以下の賃貸関連費用一覧を参考に、諸費用を説明してください。

表Ⅱ-8　賃貸関連費用の説明

予約時
費用名 説　　明

手付金 入居意思を示すために家主に支払う予約金です。契約成立時には契約費用の一部に充当されます。
Holding 
deposit

Deposit paid to the landlord in advance to show your interest in the property. Holding deposit 
is applied to the rent-related fees when you sign the contract.

契約時
費用名 金額の目安 返金 説　　明

敷金（保証金） 家賃2～3ヶ月分程度 有り 滞納・修理などに対する担保金です。退去時に部屋備品などの
修理費に充当され、あまりがあれば返納されます。

Deposit 2-3 months’ rent Yes Deposit to cover unpaid rent and facility repairs. The landlord 
may apply thisdeposit to repairs of the premises and furnishings 
when the tenant movesout. The remaining balance to the tenant.

礼金（権利金） 家賃2ヶ月分程度 無し 習慣として、また宿舎を利用する権利を得たことの対価として
払うことがあります。

Key money 2 months’ rent No Paid to the landlord as a Japanese custom to thank or 
compensate him forthe right to use his property. Not always 
charged.

仲介（斡旋料） 家賃1ヶ月分 無し 不動産斡旋に対する仲介料です。
real-estate 
agent’sfee

1 month’s rent No Intermediary fee paid to the real-estate agent.

家賃 家賃1ヶ月分 無し 月半ばに入居の場合，当該月の日割分を支払う場合もあります。
advance rent 1 month’s rent No May be prorated when moving in the middle of the month.

毎月の住居費
費用名 説　　明

家賃 家賃は習慣として月払いで、毎月末日までに翌月分を支払います。
Rent Rent is customarily charged monthly and you will pay the following month’s rent at the end of 

each month.

共益費 共益費とは、アパートなどで、共通の廊下、階段、エレベーター、外燈など、生活上の共通部
分のサービス、維持、管理のために住人が出し合う費用のことで、家賃とは別です。

Maintenance 
fee

The maintenance /common-service fee covers common tenant services and the maintenance 
of corridors, stairs,elevators, exterior lighting, and other shared parts of apartment houses. This 
fee is charged in addition to rent.

公共料金 電気、ガス、水道、電話などの料金は家賃とは別で、公共料金と呼びます。それぞれ取り扱う
会社などに使用料を支払う必要があります。

Utility charges Utilities include electricity, gas, water, telephone and other such services charged independent 
of rent.These usagefees are paid to the respective service and utility companies.

※�その他の説明例文は以下のハンドブックを参考にしてください。
　国際交流協力推進本部ホームページ
　　http://www.nagoya-u.ac.jp/iech/gakunai/
　「名古屋大学事務職員のための英会話・英文書ハンドブック」
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（3）ホテル（大学近辺・駅周辺）
　契約した宿舎にすぐ入居できないとき、短期滞在者の宿泊用、また外国人研究者の家
族が来日した際などに、ホテルを利用することがよくあります。
　以下は、名古屋大学近辺や主要駅の周辺にある、よく利用されるホテルの一覧です。

メルパルク名古屋
所在地 〒461-0004　名古屋市東区葵3-16-16 TEL 052-937-3535
最寄駅 地下鉄東山線千種駅 URL http://www.mielparque.or.jp/ngy/ngy01.html

厚生年金会館ウェルシティなごや
所在地 〒464-8543　名古屋市千種区池下町2-63 TEL 052-761-4181
最寄駅 地下鉄東山線池下駅 URL http://www.kjp.or.jp/hp_27/

HOTEL ルブラ王山
所在地 〒464-0841　名古屋市千種区覚王山通り8-18 TEL 052-762-3151
最寄駅 地下鉄東山線池下駅 URL http://www.rubura.org/

ホテルレオパレス名古屋
所在地 〒464-0075　名古屋市千種区内山三丁目4-4 TEL 052-741-3335

最寄駅 地下鉄東山線今池駅 URL http://www.leopalacehotels.jp/nagoya_top.
html

旅館東山荘
所在地 〒464-0806　名古屋市千種区唐山町3-5 TEL 052-781-1270

最寄駅 地下鉄東山線�
東山公園駅 URL http://www.nande.com/higashiyama/

ホテルグランコート名古屋
所在地 〒460-0023　名古屋市中区金山町1-1-1 TEL 052-683-4111

最寄駅 地下鉄名城線金山駅�
JR 中央線金山駅 URL http://www.grandcourt.co.jp/

来

日

前
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4．中部国際空港からの交通手段

　中部国際空港から大学までの移動については、以下の交通手段があります。他の書類
を送付する際に、この情報も事前にお知らせしましょう。

表Ⅱ-9　交通手段（東：東山キャンパスまで　鶴：鶴舞キャンパスまで）

交通手段 区　　間 運　　賃 所要時間

タクシー
東 中部国際空港 → 東山キャンパス 約￥13,000 約60分
鶴 中部国際空港 → 鶴舞キャンパス 約￥12,000 45分

＊�エアポート�
リムジンサービス 中部国際空港 → 名古屋市内 ￥3,000 約60分

電　　車
東

【名鉄線】中部国際空港 → 金山駅（特別車） ￥790（￥350） 24分
【名城線】金山駅 → 名古屋大学駅 ￥260 20分

鶴
【名鉄線】中部国際空港 → 金山駅（特別車） ￥790（￥350） 24分
【JR中央本線】金山駅 → 鶴舞駅 ￥140 2分

空港バス�
＋�

地下鉄・JR線

東
中部国際空港 → 名古屋駅 ￥1,200 60分

【東山・名城線】名古屋駅 → 名古屋大学駅 ￥260 30分

鶴
中部国際空港 → 名古屋駅 ￥1,200 60分

【JR中央線】名古屋駅 → 鶴舞駅 ￥180 6分

＊�つばめエアポートリムジンサービスは予約制です。基本的には到着2日前の午後7時までに申し込む
必要があります。詳しくはHPを参考にして下さい。
　TEL：0120-758-189
　URL：http://www.tsubame-taxi.or.jp/als/service.html

中部国際空港アクセスWebページ
日本語：http://www.centrair.jp/access/index.html
英　語：http://www.centrair.jp/en/access/index.html

名古屋市営地下鉄Webページ	
日本語：http://www.kotsu.city.nagoya.jp/
英　語：http://www.kotsu.city.nagoya.jp/
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5．その他

　外国人研究者を迎える際に、以下のことを事前に準備すると良いでしょう。

❖�来日2週間ほど前に印鑑作成（諸手続上、便利なので作成すると良いでしょう。）

❖�研究室・コンピュータ等備品の手配

❖�宿舎を下見して、到着直後に必須の生活用品の用意

❖�別送品のある場合、運送会社に連絡

❖�名古屋大学の研究・教育に関する資料を送付

❖�名古屋の生活環境などに関する資料を送付

❖�研究者の宗教・文化・健康などについて特別に配慮すべき事項の確認

❖�名古屋のゴミの分別方法を通知
　�（名古屋市はゴミの分別がかなり厳しく、大学内と民間のアパートでも方法が異なり、これを
守らないと近隣の方とトラブルになることもあるので、事前に区役所のパンフレットかホーム
ページのコピーを送って、その方法を知らせておく。）　☞ http://www.city.nagoya.jp/

来

日

前
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Ⅲ 来日後

1．宿舎施設への案内

　学内の宿泊施設を利用する場合は、事前に鍵を預かって研究者を施設まで案内しま
す。
　学外の宿泊施設を利用する場合は、契約時・諸費用の説明など、補助が必要な場合に
は手助けしてあげると良いでしょう。

2．区役所での手続き―外国人登録・国民健康保険

（1）外国人登録
　日本に90日以上滞在する外国人で16歳以上の方は、入国した日から90日以内に、居
住する市・区役所で外国人登録をする必要があります。身分証明として常時携帯し、ま
た出国する際には（再入国許可を得ていなければ）出国空港にて返納しなければなりま
せん。
　90日以下の滞在者には、法律上は外国人登録の義務はありませんが、学内の宿舎を利
用する場合と、給与を銀行振り込みで受け取る場合は、外国人登録が必要になります。
従って、本学と契約するが外国人研究者のほとんどの方は外国人登録をしなくてはなり
ません。
　手続きは居住する区役所市民課にて行います。日本語の分かる人が必要ですので、付
き添うと良いでしょう。

必要なもの　❖ 旅券
　　　　　　❖ 写真2枚（4.5cm×3.5cm　6ヶ月以内に撮影したもの）
（この他、採用予定証明書のコピーなどを持参すると手続きがスムーズになります）

◎ �外国人登録証の発行には、申請から2週間程度かかります。その間の身分証明
として、「外国人登録原票記載事項証明書」があります。なるべく早い時期に銀
行口座を開設する必要がありますので、1通300円の手数料を支払って、外国人
登録と同じ窓口で発行してもらいましょう。

◎ �外国人登録申請書は、市区町村の役場に置いてある申請書を使用します。

V外国人登録原票	
　記載事項証明書

U外国人登録原票	
　記載事項証明書
　等交付申請書

T外国人登録	
　申請書

N採用予定証明書
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（2）国民健康保険	（海外旅行傷害保険）
　日本に1年以上滞在する場合は、国民健康保険へ加入しなければなりません。この手
続きには、外国人登録を済ませていることが必要ですので、区役所で外国人登録をした
後に、保険の加入手続きも行いましょう。これに加入することにより、医療費の負担は
30％で良いことになります。
　保険料は、年間の所得（前年度）によって決まります。申告すれば保険料が軽減される
場合がありますので、そのような時は事前に申告しましょう。詳細については、管轄の
区役所に問い合わせてください。

国民健康保険　問い合せ先
千種区役所保険年金課　052-753-1904
昭和区役所保険年金課　052-735-3844

●海外旅行傷害保険
　日本滞在が1年未満の場合は、外国人研究者本人が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勧めします。
　しかし、外国人研究者がなんらかの理由で自国でなく日本で保険加入を希望する場合
には、日本の旅行会社が提供する保険商品から選択します。次には、比較的短期の滞在
期間である外国人研究者にも、提供可能な保険を紹介していますので、必要な場合は直
接問い合わせてください。
※�本学と契約する外国人研究員は日本人教職員と同様に、労災保険に加入していますので、勤務に起因
したケガや病気などについては、労災申請が可能です。
※�国民健康保険と海外旅行傷害保険のどちらにも加入しなくても、自国で健康保険に加入していれば、
日本で医療機関にかかった際の費用の一部を後で請求できる場合があります。詳細は各国の医療保険
制度によります。日本で医療機関に診療を受けた場合には領収書を取っておくように助言すると良い
でしょう。

来

日

後

千種区役所
アクセス：東山線「池下」下車 住所：千種区覚王山通8-37
　　　　　2番出口50メートル徒歩3分 電話：052-762-3111

昭和区役所
アクセス：鶴舞線・桜通線「御器所」下車 住所：昭和区阿由知通3-19
　　　　　8番出口徒歩すぐ 電話：052-731-1511

名東区役所
アクセス：東山線「本郷」下車 住所：名東区上社2-50
　　　　　1番出口西300メートル徒歩3分 電話：052-773-1111

名古屋市Webページ　外国人登録手続き
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/todokede/gaikoku/
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a. 名古屋大学生協「海外旅行・留学保険（海外旅行保険）」

【契約内容】
傷害死亡、傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任、携行品損害、
偶然事故対応費用　等
※�契約タイプにより上記内容の適用有無・保険金額等は異なります。

問合せ先
名古屋大学消費生活共同組合（担当：加藤さん）
電　話：052-781-1111
E-mail：kato@coop.nagoya-u.ac.jp  
U R L：http://www.nucoop.jp/

b. エース保険　「インバウンドトラベル保険」

【契約内容】
死亡・後遺障害、賠償責任、事故対応費用・救援者費用、傷害治療費用、
疾病治療費用　等
※�契約タイプにより上記内容の適用有無・保険金額等は異なります。

問合せ先
エース損害保険株式会社
U R L：http://www.ryokou.bz/ace/assistance.asp

3．銀行口座開設

　毎月の給与と滞在費、旅費等が振り込まれる銀行口座を開設します。
　銀行口座は来日後なるべく早く開設したほうが良く（1～2日）、また日本語の分かる人
の同行も必要ですので、区役所で外国人登録や健康保険手続きを済ませた後、続けて銀
行へも行くと良いでしょう。

必要なもの　❖ 招へい状原本（申請者本人が給与所得者であることの証明）
　　　　　　❖ �外国人登録証、あるいは外国人登録原票記載事項証明書�

（原本確認・コピー提出）
　　　　　　❖ 印鑑（基本的にサインは不可）
　　　　　　❖ 旅券（窓口で在留資格を確認することがあります）

※�口座は、三菱東京UFJ 銀行、名古屋銀行などで開設できますが、三菱東京UFJ 銀行
今池支店とは法人契約を結んでいるため、以下のような利点があります。

　・�担当者が、本部2号館経理掛に来る。（月・水・金　10:30～11:30の間）
　・�上記の日時に本部に行くと、口座開設の手続きができる。

O招へい状

V外国人登録原票	
　記載事項証明書
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　・�様々な条件について優遇される。（サイン・滞在期間など）
　・�基本的にサインは不可だが、銀行のApplicationを提出するとサインでも可能になる。

　口座を開設したら、給与計算を行うため、「給与の口座振込申出書」の原本を部局の会
計担当を通じ人事労務課に、コピーを経理・資産管理課出納グループに、給与支給開始
月初めまでに提出します。

4．雇用契約と招へい旅費精算

（1）雇用契約
　外国人研究者が本学と雇用契約を結ぶ場合は、以下の書類が必要です。
　雇用契約書に関しては、日本語・英語2部ずつを用意して研究者にサインをもらい、
総長署名後に日・英各1部は保管、残りの各1部は研究者に渡します。

❖ 雇用契約書（※）
❖ 名古屋大学職員就業規則
❖ 外国人教師及び外国人研究員就業規則
❖ 名古屋大学職務発明規程

※�名古屋大学職員就業規則・外国人教師及び外国人研究員就業規則はHPの名古屋大学
通則の中にあります。

（2）招へい旅費精算
　招へい旅費支給手続きには、以下の書類を揃えて、各部局の事務担当者を通して、経
理・資産管理課旅費室に提出してください。（内線6407）

❖ 日程表（外国旅行日記）
❖ 航空賃の領収書・明細書
❖ 国外現地移動に係る領収書
❖ その他補足資料（旅行代理店の日程表など）
　 ※他に「航空券の半券」を部局事務に提出
　 ※ eチケットの場合は、更に「お客様控え」も提出
　 ※経理・資産管理課　旅費室HP
　 　http://web-honbu.jimu.nagoya-u.ac.jp/zaimu/ryohi/index.html

S雇用契約書

来

日

後
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5．租税条約適用の手続き

【提出書類】
　下記の書類を揃えて、管轄の税務署（千種税務署）に提出します。書類は正本・副本の
2部が必要になり、正本は税務署へ提出、副本はその後、本学で保管します。保管分の
記載の内容はコピーでも良いですが、受付印、外国人研究者のサインは実際のものが必
要です。
　銀行の口座を開設したら給与計算を行うため、「給与の口座振込申出書」の原本を部局
の会計担当を通じ人事労務課に、コピーを経理・資産管理課出納グループに、給与支給
開始月初めまでに提出します。

　ここに示したものは一般的な例で、必要な書類は研究者の状況によりますので、詳細
は千種税務署の源泉所得税担当までお問い合わせください。

❖ 雇用契約者（給料の支払いのある場合）
　①租税条約に関する届け出書
　　　❖183日以内の滞在（短期）
　　　　☞�様式7（自由職業者……短期滞在者の報酬・給与に対する所得税の免除）
　　　❖教授・研究
　　　　☞�様式8（教授等・留学生……報酬・給与に対する所得税の免除）
　　※�正副2部作成→学部で支払者受付印欄に押印→正副2部を提出→副本を保管
　②雇用契約書（和訳付き）
　③招へい状のコピー
　④パスポートのコピー（顔写真、在留資格、入国年月日のそれぞれのページ）

❖ 雇用契約者以外（短期での研究・講演などの場合）
　①～④
　⑤�外国での職業がわかる書類、もしくは活動内容のわかるもの（講演のパンフレット

など /和訳付き）

※ 米・英・仏居住者の場合はさらに以下の書類も必要です。
　⑥居住者証明書（研究者本人が母国で取得）
　⑦「特典条項に関する付表」�☞�様式17-米（特典条項に関する付表（米））
� 様式17-英（特典条項に関する付表（英））
� 様式17-仏（特典条項に関する付表（仏））

【提出時期】
　入国の日以後、最初に支払いを受ける日の前日まで
※�届け出が間に合わなかった場合でも還付請求ができますが、用意する書類が多くなり
ますので、できるだけ期日までに手続きしましょう。

R居住者証明書

S雇用契約書

O招へい状

W-1
　	租税条約に	
関する届出書7

W-2
　	租税条約に	
関する届出書8

X特典条項に
　関する付表
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【届出が間に合わなかったとき】
　一旦所得税を納付した後、還付請求をします。
　提出書類は上記①～⑦に加え、以下の書類を提出します。

⑧「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」
　　☞�様式11（租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書）
⑨給与証明（様式11に人事労務課長の証明・印をもらう。）
⑩給与明細（職員別給与簿）
⑪還付金の振込み先銀行口座の通帳のコピー

※�⑨⑩は、人事労務課長に依頼して作成してもらいます。
※�還付請求書（様式11）の4（5）税額の納付年月日は、月ごとに正確に記載する必要があ
ります。まとめて書く場合は月ごとの正確な日にちのわかる書類を添付する必要があ
ります。また書類に複数の納税者が含まれる場合は、該当する研究者にマーカーでラ
インを引くなど、わかるようにして提出します。

【租税条約条項「教授」】
　届け出書に租税条約条項の番号を書く欄がありますが、下記の表は外国人研究者が
「教授」に当てはまる場合の条約条項の番号です。その他の場合、また記載されていない
国に関しては、税務署にお問い合わせ下さい。

表Ⅲ-1　「教授」租税条約条項
国名 条項 国名 条項 国名 条項 国名 条項

アイルランド 22 オーストリア 14 中国 20 フィリピン 20

アメリカ合衆国 20 オランダ 21 チェコスロバキア 20 フィンランド 20

イスラエル 21 韓国 21 デンマーク 20 フランス 21

イタリア 20 ザンビア 19 ドイツ 20 ブラジル 16

インド 21 スイス 20 ニュージーランド 11 ブルガリア 21

インドネシア 20 スペイン 20 ハンガリー 20 ベルギー 20

エジプト 19 スリランカ 13 バングラデシュ 21 ポーランド 20

オーストラリア 15 タイ 18 パキスタン 11 ルクセンブルグ 21

ルーマニア 20

Y	租税条約に関す
る源泉徴収税額
の還付請求書

来

日

後

租税条約に関するWebサイト	
財務省HP：http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/kokusai.htm

各種申請様式ダウンロード	
国税庁HP：http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/mokuji2.htm

書類の提出および問い合わせ先
千種税務署　源泉所得税担当　　電話：052－721－4181
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6．査証（ビザ）に関わるその他の手続き

（1）一時出国と再入国
　外国人研究者が一時帰国したり、何かの理由で外国へ行く場合は、本学の担当者に連
絡をしてから、名古屋入管管理局で再入国許可の申請手続きを行います。この許可を受
けないと日本への再入国が大変むずかしくなりますので、�必ずこの許可を受けてから
出国します。
　再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超えることはできないので、再入国の
予定がある場合には、�まず在留期間を確認し、必要があれば在留期間の更新許可手続き
をしてから、入国管理局にて再入国の許可申請をします。

必要なもの　❖ 再入国許可申請書　　❖ 旅券
　　　　　　❖ 外国人登録証明書　　❖ 手数料（一次3,000円、数次6,000円）

（2）在留資格の変更
　期限が切れる前に、必要な書類を揃えて申請します。

必要なもの　❖ 在留資格変更許可申請書　　❖ 旅券　　❖ 外国人登録証明書
　　　　　　❖ 活動内容・期間・地位・報酬などが記された書類
　　　　　　❖ 手数料（4,000円）

（3）在留期間の更新
　期限が切れる前に、必要な書類を揃えて申請します。

必要なもの　❖ 在留期間変更許可申請書　　❖ 旅券
　　　　　　❖ 外国人登録証明書　　
　　　　　　❖ 活動内容・期間・地位・報酬などが記された書類
　　　　　　❖ 手数料（4,000円）

Z再入国許可
　申請書
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Ⅳ 帰国前後

1．宿舎の退去に関連する事項確認

　退去日が確定したら、以下の事項を研究者に説明して下さい。
①�退去日が通知から1ヶ月未満の場合、翌月の家賃を請求されることもあるので、早急
に管理人に知らせる。
②�民間のアパートを契約している場合は、使い方によって修繕費を請求されることもあ
る。
③�退去の際、きれいに掃除をする。
④�引越し時に必要であれば、運送業者に手配を依頼する。

2．各種証明書など返却・解約手続き

　取得した証明書等は以下のように返却します。銀行口座なども、その後利用する予定
がなければ解約手続きを取りますので、付き添い等が必要になることがあります。

　❖ 職員証� ⇒� 各研究科窓口へ
　❖ 図書館利用証� ⇒� 各研究科窓口へ
　❖ 国民健康保険� ⇒� 区役所にて解約手続き

持参するもの　❖ 保険証
　　　　　　　❖ 保険料未精算額
　　　　　　　❖ 年金手帳

　❖ 銀行口座解約� ⇒� 銀行にて解約手続

持参するもの　❖ 通帳
　　　　　　　❖ 身分証明書（旅券、外国人登録証等）
　　　　　　　❖ キャッシュカード（作成した場合）
　　　　　　　❖ 印鑑（開設時に使用した場合）

　　 ※�出国後に公共料金の引き落としがある場合は、銀行口座に残金を残します。
　　 ※�サインで口座を開設した場合には、通帳作成時に記入した4桁の番号が必要にな

ります。これは暗証番号とは異なるので、確認が必要です。
　　 ※�実際には本人が滞在中に銀行口座を解約するのは難しい場合が多いようです。
　　 　�その理由としては、経理担当での処理の都合上、公共料金の引き落としがある

こと、等があげられます。
　　 　�そのような場合、帰国した後の口座をどうするか、残ったお金の送金方法等を

研究者本人と事前に決めておくことが必要になります。

　❖ 外国人登録証� ⇒� 出国の際、空港にて返却
　❖ その他、携帯電話、固定電話等の解約、借りた図書等の返却も忘れずに。

帰
国
前
後
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3．帰国後の手続き　☞ 人事労務課
　❖ 帰国旅費の支給手続きを帰国後3ヶ月以内に行います。
　❖ 帰国後の連絡先を必ず把握しておきましょう。



インド

インド

インド工科大学

Narain Karthikeyan 

464   8601 名古屋市千種区不老町

19

052   789　 ×××× 

1955 5 3 52

7 30
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類
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A
【短期滞在の査証書類】
ロシア、NIS 諸国、中国以外の国籍の方用

「招へい理由書」

必ず押印

申請人が複数の場合は申請人代表
者氏名の後に「他○名、別添名簿の
通り」と記入し、全員分の国籍、氏
名、職業、生年月日を列記した名
簿を添付。
☞ 次ページ参照

招へい担当者の居住所、電話番号
を記載する。

氏名はパスポートの記載と同じ 
アルファベットで記入。

所属機関名及び職名を記入する。

招へい人と査証申請人との関係
（研究領域の関係性や、招へい者
が査証申請人を招へいする必要性
等）を記載する。書ききれない場
合は別紙を作成し「別紙のとおり」
と記入する。

査証申請人を招へいするに至った
経緯を詳しく記載する。書ききれ
ない場合は、別紙を作成し「別紙の
とおり」をと記入する。

研究プロジェクト、研究集会等の
簡単な概要と、その事業へどのよ
うな役割で招へいするか等につい
て記載する。



申　請　人　名　簿　（例）

1．査証申請人
　　　国　　籍：インド
　　　職　　業：インド工科大学教授
　　　氏　　名：○○○
　　　生年月日：西暦××××年××月××日

2．査証申請人
　　　国　　籍：インド
　　　職　　業：インド工科大学助教授
　　　氏　　名：△△ △△△△
　　　生年月日：西暦××××年××月××日

3．査証申請人
　　　国　　籍：インド
　　　職　　業：インド工科大学准教授
　　　氏　　名：×××　×××
　　　生年月日：西暦××××年××月××日
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A
【短期滞在の査証書類】
全国籍共通

「申請人名簿」
申請人が複数の場合は申請人代表
者氏名の後に「他○名、別添名簿の
通り」と記入し、全員分の国籍、氏
名、職業、生年月日を列記した名
簿を添付。  



 平成19年7月30日

滞在予定表（例）

査証申請人 Narain Karthikenya 他3名の滞在予定は次の通りです。

年月日 行動予定 連絡先 宿泊先
2007.9.1 インド（デリー）からエミレーツ航空

F14便でセントレア着
携帯（出迎え者・ ・）
Tel. ×××××

名古屋大学
シンポジオン

2007.9.2 シンポジウム参加 名古屋大学（担当教員）
Tel. ×××××

同上

2007.9.3 シンポジウム参加 名古屋大学
Tel. ×××××

同上

2007.9.3 セントレアからエミレーツ航空 F18便
でインド（デリー）着
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類
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B
【短期滞在の査証書類】
全国籍共通

「滞在予定表」

到着日、帰国日は必ず記入。出入
国時に利用する便名や空港名が決
まっている場合も必ず記入。



19 7 30

インド

インド

インド工科大学

Narain Karthikeyan

1955 5 3 52

464 8601 名古屋市千種区不老町

名古屋大学工学部○○研究科教授

名大　太郎

1950 9 20 55

052 789 ××××
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C
【短期滞在の査証書類】
中国以外の国籍の方用

「身元保証書」

所属機関名及び職名を記入する。

氏名はアルファベットで記入。

招へい担当者の居住所・電話番号
を記載する。

所属機関名及び職名を記入する。

必ず押印

記載不要



在職証明書

所　　属　　　工学部電子研究科
職　　名　　　教授
氏　　名　　　名大　太郎
生年月日　　　昭和15年 9月15日

　上記の者は、本学職員として在職していることを証明する。

平成19年10月 1日

所 在 地　名古屋市千種区不老町
名　　称　国立大学法人名古屋大学
代表者名　名古屋大学総長　名大　一郎　㊞　

41

書
類
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D
【短期滞在の査証書類】
全国籍共通

「受入れ教員の在職証明書」

公印



19  7 30

ロシア

464 8601 名古屋市千種区不老町

名大　太郎

052 789 ××××

ロシア

ロシア大学○○研究所教授

Igor Vovchanchin

1940 7 16 47
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E
【短期滞在の査証書類】
ロシア、NIS 諸国の国籍の方用

「招へい理由書」
招へい人と身元保証人が同一人で
ある場合は、右上部の「A」に○を
して3～5のみ記入。（在職証明書
を提出するので必要ない。）
招へい人と身元保証人が別人であ
る場合は、「B」に○をして全ての
欄について記入。

招へい担当者の居住所電話番号を
記載する。

実印を押印

申請人が複数の場合は申請人代表
者氏名の後に「他○名、別添名簿の
通り」と記入し、全員分の国籍、氏
名、職業、生年月日を列記した名
簿を添付。
☞ P38参照

所属機関名及び職名を記入する。

研究プロジェクト、研究集会等の
簡単な概要と、その事業へどのよ
うな役割で招へいするか等につい
て記載する。

査証申請人を招へいするに至った
経緯を詳しく記載する。書ききれ
ない場合は、別紙を作成し「別紙の
とおり」と記入する。

招へい人と査証申請人との関係
（研究領域の関係性や、招へい者
が査証申請人を招へいする必要性
等）を記載する。書ききれない場
合は別紙を作成し「別紙のとおり」
と記入する。



 平成○年○月○日

　　　 大学
　　　　　　　　　 教授

拝啓　貴殿におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
このたび、　　 に対して助言いただくことについてご承諾くださり、
誠にありがとうございます。
名古屋にてお会いできますことを楽しみにしております。

 敬具

 名古屋大学　総長
  名大 太郎  

 ○○, ○○, 20○○ 

The University of       
Dear Professor       , 

  Greetings from Nagoya University! We would like to extend our appreciation 
for an opportunity of counsel from you on                   
    of Nagoya University, and sincerely welcome you to our university.
We are looking forward to seeing you in Nagoya.

Sincerely yours, 

  Taro Meidai  
President
Nagoya University
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F
【短期滞在の査証書類】
ロシア、NIS 諸国の国籍の方用　「入国目的疎明資料」

（日本文）

（英文）
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G
【短期滞在の査証書類】
中国国籍の方用

「招へい理由書」

招へい担当者の居住所・電話番号
を記載する。

押印

申請人が複数の場合は申請人代表
者氏名の後に「他○名、別添名簿の
通り」と記入し、全員分の国籍、氏
名、職業、生年月日を列記した名
簿を添付  ☞ P38

台湾及び香港の場合は「中国（台
湾）」「中国（香港）」のように記入す
る。

名前は漢字で記入

研究プロジェクト、研究集会等の
簡単な概要と、その事業へどのよ
うな役割で招へいするか等につい
て記載する。

査証申請人を招へいするに至った
経緯を詳しく記載する。書ききれ
ない場合は、別紙を作成し「別紙の
とおり」と記入する。

招へい人と査証申請人との関係
（研究領域の関係性や、招へい者
が査証申請人を招へいする必要性
等）を記載する。書ききれない場
合は別紙を作成し「別紙のとおり」
と記入する。

19 7 30

上海

464 8601 名古屋市千種区不老町

名大　太郎

052 789 ××××

中国

希望大学○○研究科教授

陳国軒

1955 5 3 52



上海

19  7 30

中国

希望大学○○研究所教授

陳国軒

1955 5 3 52

名古屋市千種区不老町464 8601

名古屋大学○○研究科教授

名大　太郎

1950 9 20 57

052 789 ××××
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H
【短期滞在の査証書類】　
中国国籍の方用

「身元保証書」

台湾及び香港の場合は「中国（台
湾）」「中国（香港）」のように記入
する。

所属機関名及び職名を記入する。

招へい担当者の居住所・電話番号
を記載する。

所属機関名及び職名を記入する。

押印

研究領域の関係性や身元保証人が
申請人を招へいする必要性など。

記載不要



外国人研究員雇用計画書
部局名 ○○研究科

専攻・部門名 △△専攻

雇用期間 平成19年 7月 1日～平成19年9月15日（3月15日間）

受入教員氏名・職名 名大　太郎　教授　　 （ローマ字氏名）Tarou MEIDAI

【雇用する外国人について】

フリガナ
氏名（アルファベット）

 デイビス マイケル アルヴァ
 Davis Michael Alva

 Last Name（姓） First Name（名） Middle Name

漢字氏名 （姓）　　　　　　（名）

性別 男 生年月日 （西暦）1947年 2月11日（58歳）

国籍 アメリカ合衆国

現職名（和文） ○○　大学　教授 専攻 電気工学

現職名（英文） Professor of College of Engineering, University of ○○

招へい状の送付先
（所属機関の住所）

College of Engineering, University of ○○, Ann Arbor,  

MI ×× USA 734-764-××××

雇用期間中の住居
（予定を含む）

1．インターナショナルレジデンス
2．リサーチャーズビレッジ
3．野依記念学術交流館（外国人研究者用居住施設）
4．民間の宿舎（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
5．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

同行する家族の有無 有（配偶者・子）・無（単身）

客員称号の有無 有（教授・准教授）・無

教授会等承認日 平成19年6月30日

基準学歴 大学卒（ミシガン大学工学部　1983年6月卒業）

最終学歴 ミシガン大学工学研究科博士終了　1990年6月

給与区分 乙種　7号給・甲種（適用理由は別添のとおり）

研究課題名（和文） ～～に関する研究

研究課題名（英文） Research on XXXX

本学における研究概要
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I
【雇用手続き書類サンプル】
外国人研究員雇用計画書

氏名：
 ミドルネームがない場合は記入不要。
年齢：
 雇用開始時点の年齢を記入。
漢字氏名：
 ある場合のみ記入。
雇用期間中の住居：
 1～5を選択のこと。4または5の場

合はわかる範囲で住所等を記入。
客員称号授与の有無：
 称号授与を希望する場合は、種別

を選択する。
教授会等承認日：
 外国人研究者の採用、称号授与に

係る承認について記入。
基準学歴：
 号給決定の基準となる学歴及び取

得年月日等を記入。
最終学歴：
 最終学歴及び取得年月を記入。
給与区分：
 給与区分（給与決定の基礎となる学

歴取得後の年数をもとに、規程別表
第3；http://kisoku.jimu.nagoya-u.
ac.jp/inc/doc/00002149_009.pdf
により決定すること）・号給を記入。

添付資料：
① 履歴書（様式自由）
　 甲種・乙種ともに必要。学歴（学士

課程から博士課程まで）及び職歴・
研究歴（在職期間年月・在職期間名
・職名）を明記のこと。

②甲種適用理由（様式自由）
　 甲種（極めて顕著な研究業績を有

する者）のみ提出のこと。国際的
な研究業績、受賞歴、国内外での
各種委員歴等を具体的に記入のこ
と。なお、学会誌への掲載実績は、
その学会の規模がわかるよう、会
員数や学会誌の発行部数等も併せ
て記入のこと。



 平成19年　7月30日

外国人研究員雇用計画変更願

総　　　　長　　殿

（部局名）長
○　○　○　○

　下記のとおり，外国人研究員の雇用計画を変更したいので，
よろしくお願いします。

記

氏　　名：マイケル・デイビス（Michael Davis）

国　　籍：アメリカ合衆国

雇用期間：平成19年7月1日～平成19年9月30日

変更事項：招へい取り止め・契約解除・契約更改
　　　　　その他（雇用期間の変更）
変更内容：平成19年6月1日～平成19年8月30日のところ、

　　　　　平成19年7月1日～平成19年9月30日とする

変更理由：本国での本務のため
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【雇用手続き書類サンプル】
外国人研究員雇用計画変更願

・ 雇用計画の変更はやむを得ない場
合に限る。

・ ビザ（査証）取得や航空便の都合に
より、雇用期間に変更が生じた場
合であっても、締結する予定の契
約書の記載に変更が生じる場合は
事前に提出のこと。

変更事項：
 いずれかを選択のこと。

（雇用契約締結前）
　「招へい取り止め」：
　　 雇用計画を中止する場合

（雇用契約締結後）
　「契約解除」：
　　 本人の意志により契約を解除す

る場合（自己都合による退職）
　「契約更改」：
　　 雇用期間等の変更により契約書

の内容を変更する場合

変更内容：
 具体的に変更内容を記入のこと。
 （例）
 平成17年4月1日～
 　平成17年6月30日のところ
 平成17年4月1日～
 　平成17年7月9日とする。

変更理由：
 簡潔に記入のこと。



Curriculum vitae

Name: Michael Alva Dais

Address: Department of Engineering 1111 The Mall University of ..... U.S.A.

Date of Birth: October 15, 1945

Education:
B.S. University of ..... June 1966
M.S., University of ..... February 1968
Ph.D., University of ..... August 1970

Experience:
Assistant Professor of Chemical, University of ..... 1970-1973
Associate Professor of Chemical, University of ..... 1973-1980
Professor of Chemical, University of ..... 1980-

履歴書（和訳）

氏　　名：マイケル・アルヴァ・デイビス

住　　所：アメリカ合衆国○○大学工学部1111・ ・ ・ ・ ・ ・

生年月日：1945年10月15日

学　　歴：1966年　6月　　　　・ ・ ・大学卒業 学士取得
　　　　　1968年　2月　　　　・ ・ ・大学大学院卒業 修士取得
　　　　　1970年　8月　　　　・ ・ ・大学大学院 博士取得

経　　歴： ・ ・ ・大学化学部助教授　　　1970－1973年
　　　　　 ・ ・ ・大学化学部准教授　　　1973－1980年
　　　　　 ・ ・ ・大学化学部教授　　　　1980

（和訳）
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K
【査証申請の書類サンプル】
履歴書

（英文）



最終学歴証明書の和訳

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・の推薦により、・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・センターは

○○○　○○○　氏に、自然産物の分野における修士号を授与する。

本学位に関する全ての権利と義務について、本証明書はパリにおいて授与されたこと

を証明する。

 2000年6月27日
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【査証申請の書類サンプル】
最終学歴証明書

（和訳）



2000 10 1 2002 9 30

アメリカ合衆国 Arnold          Schwarzenegger

1985 3 25 フロリダ

研究員 オーランド / フロリダ

名古屋市千種区不老町 052－789-××××

B-123456 2010 7 15

2007 9 30 中部国際空港

3年

マイアミ
2

NONE
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M-1
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その1

「教授」の場合
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M-1

備考　Notes

日本へ入国しようとする者（申請本人）が有する国
籍を記載する。

申請本人が居住予定の日本の住所及び電話番号を
記載する。ない場合は、本件申請を提出した者の住
所、電話番号や通学先となる学校等の所在地、名称
及び電話番号を記載する。

国（地域）名及び都市名を記載する。

旅券（パスポート）の発給を受けている場合に記載
する。申請中の場合は「申請中」と記載する。

該当する項目にチェックする。

申請本人が査証（ビザ）を取得するために申請を予
定している外国にある日本大使館等の所在する都
市名を記載する。

今まで来日したことがある場合は、その回数と直近
の出入国年月日を記載する。

申請本人の親族（配偶者や子など）が日本に居住し
ている場合は、その者について記載する。



名古屋大学○○センター

名古屋市千種区不老町 052－789－××××

2007.10.1 ～ 2007.12.31

600，000 外国人研究員（客員教授）

ニューヨーク大学 1980 8 30

1980 9 コロンビア大学講師

2000 9 コロンビア大学助教授

名大　花子 招へい機関の事務職員

名古屋市千種区不老町名古屋大学国際開発センター 052-789-××××

名大　花子 2007 307
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M-1
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その2
I 「教授」の場合



　名古屋大学 [ 研究科・センター名 ] は、下記の者の「教授」在留資格
が許可された場合、採用予定であることを証明します。

記

1．氏名 ○○○○（カナ表記）
2．生年月日 19＊＊年＊＊月＊＊日
3．国籍 ●●
4．採用予定期間 20＊＊年＊＊月＊＊日～20＊＊年＊＊月＊＊日
5．予定給与月額 △△△,△△△円程度
6．採用予定職 外国人研究員
7．活動内容 「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

（研究テーマ等）
8．受入担当者 ◎◎◎◎ ［研究科・職名］

 以上

 平成＊＊年＊＊月＊＊日

名古屋大学 ［研究科・センター名］
　研究科（センター）長　▲▲▲▲　【公印】
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【査証申請の書類サンプル】
採用予定証明書

2枚目は「その2 I」を使用する。

大学の部局・住所・電話番号を
記載する。

該当箇所をチェック！

申請本人の主要な職歴（入社、
退社、部署の変更）など）を記載
する。

＊ 国際企画室で取り次ぎをす
る場合

　　 31.32は空欄にして国際企
画室に提出する。

＊ 部局で提出する場合
　　 31.32ともに申請書を作成

した者が直筆で署名をす
ると共に、作成した日付を
記載する。住所及び電話
番号は大学のものを記載
しても良い。



NAGOYA
 UNIVERSTIY

 平成20年1月○日

　　　　　　　 大学
　　　　　　　　　　　　　　　 准教授

　貴殿を、名古屋大学の外国人研究員（客員准教授）として、「　　　　　　　」
の研究を行うために、平成20年2月1日から平成20年7月31日までの6ヶ月の
間、お迎えしたいと思います。
　貴殿の研究は 　　　　　　　　　 大学院の 　　　　　　 准教授とともに
行われることと存じ上げております。
　貴殿に、給与として月額 　　　　　　　円を、また、経済的な経路による
貴国から名古屋までのエコノミークラスの航空運賃等の旅費を来日時に往路
分、帰国時に復路分に分けてお支払いします。
　なお、大学の構内に住宅を用意しておりますので、名古屋でのご滞在中、不
自由なく生活することができると思います。相応の家賃が発生します。
　外国人研究員には、在留資格「教授」の入国査証が必要ですので、この手紙
を利用して取得してください。

　ご来学をお待ちしております。

名古屋大学総長
　　名大　太郎　　【公印】

Furo-cho, Chikusa-ku
Nagoya 464-8601, Japan
www.nagoya-u.ac.jp

54

O
【査証申請の書類サンプル】
招へい状

（日本文）



 January **, 2008

Associate Professor            
          University College
                   

Dear       :

   We are pleased to invite you to our university as a Visiting Research Fellow  
(Visiting Associate Professor) for six months from Feb. 1, 2008 to July 31, 2008.   
We will provide you with the opportunity to pursue your research work on 
“                  .”  We understand that your research 
plan will be carried out in association with Associate Professor          
of the Graduate School of           of Nagoya University.

   You will receive a monthly remuneration of ¥      (in Japanese yen).  
You shall be reimbursed for round-trip economy-class airfare from your country of 
residence to Nagoya, half when you arrive in Japan and the other half upon your 
final return to your country of residence.

   In addition, we will be happy to provide you with a furnished apartment 
located on campus, which we hope will be comfortable enough for the duration of 
your stay in Nagoya. A reasonable rent will be charged.

   You are requested to obtain a Japanese entry visa under the category of 
“Professor.”  You will be required to present this official invitation letter in order to 
obtain your visa.

   We look forward to seeing you soon at our university.  Please do not hesitate 
to contact us for further details, if necessary.

Yours sincerely,

             
 Taro Meidai 
 President of Nagoya University

NAGOYA
 UNIVERSTIY

Furo-cho, Chikusa-ku
Nagoya 464-8601, Japan
www.nagoya-u.ac.jp
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【査証申請の書類サンプル】
招へい状

（英文）



2000 10 1 2002 9 30

アメリカ合衆国 Arnold          Schwarzenegger

1985 3 25 フロリダ

研究員 オーランド / フロリダ

名古屋市千種区不老町 052－789-××××

B-123456 2010 7 15

2007 9 30 中部国際空港

3年

マイアミ
2

NONE

地域再生
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M-2
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その1

「特定活動」の場合
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M-2

右上に赤ペンで「地域再生」と書く。

申請本人が居住予定の日本の住所及び電話番号を
記載する。ない場合は、本件申請を提出した者の住
所、電話番号や通学先となる学校等の所在地、名称
及び電話番号を記載する。

国（地域）名及び都市名を記載する。

旅券（パスポート）の発給を受けている場合に記載
する。申請中の場合は「申請中」と記載する。

該当する項目にチェックする。

申請本人が査証（ビザ）を取得するために申請を予
定している外国にある日本大使館等の所在する都
市名を記載する。

今まで来日したことがある場合は、その回数と直近
の出入国年月日を記載する。

申請人が犯罪（日本国外のものも含む）を理由とす
る処分を受けたことがある場合には、罪名及び処分
内容等を具体的に記載する

申請本人の親族（配偶者や子など）が日本に居住し
ている場合は、その者について記載する。

日本へ入国しようとする者（申請本人）が有する国
籍を記載する。

備考　Notes



名古屋大学○○科

名古屋市千種区不老町 052-789-××××

5 0

3 ヶ月 40 万

外国人研究員 8

オレゴン大学 1968 8 30
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M-2
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その2
N 「特定活動」の場合

2枚目は「その2 N」を使用
する。

部局名を記載する。

該当項目にチェックする。

部局の人数を記載する。

予定されている勤務期間
を記載する。

実務従事年数を具体的に
記載する。

職務上の地位を具体的に
記載する。

該当項目にチェックする。

最終学歴について記載
する。

該当項目にチェックする。

総額を従事月数で割った
額を記載する。



1994 4 ○△大学歴史研究科研究員

1996 3 同大学退職

1996 4 △△大学西洋史学助教授

名大　花子 招へい機関の事務職

名古屋市千種区不老町名古屋大学○○科 052-789-××××

名大　花子 2007 7 30

59

書
類
サ
ン
プ
ル

M-2
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その3
N 「特定活動」の場合

3枚目は「その3 N」を使用
する。

＊ 国際企画室で取り次ぎ
をする場合

　　 31.32は空欄にして国
際企画室に提出する。

＊ 部局で提出する場合
　　 31.32ともに申請書を

作成した者が直筆で
署名をすると共に、
作成した日付を記載
する。住所及び電話
番号は大学のものを
記載しても良い。

申請本人の主要な職歴
（入社、退社、部署の変更
など）を記載する。



2000 10 1 2002 9 30

アメリカ合衆国 Cramer             Mary

1963 3 25 フロリダ

研究員 オーランド / フロリダ

名古屋市千種区不老町 052－789-××××

B-123456 2010 7 15

2007 9 30 中部国際空港

3年

マイアミ
2

David  Cramer      1960.5.8 アメリカ合衆国　　　　　　　名古屋大学
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M-3
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その1

「家族滞在」の場合（妻の例）
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申請本人が居住予定の日本の住所及び電話番号を
記載する。ない場合は、本件申請を提出した者の住
所、電話番号や通学先となる学校等の所在地、名称
及び電話番号を記載する。

国（地域）名及び都市名を記載する。

旅券（パスポート）の発給を受けている場合に記載
する。申請中の場合は「申請中」と記載する。

該当する項目にチェックする。

申請本人が査証（ビザ）を取得するために申請を予
定している外国にある日本大使館等の所在する都
市名を記載する。

今まで来日したことがある場合は、その回数と直近
の出入国年月日を記載する。

申請本人が犯罪（日本国外のものも含む）を理由と
する処分を受けたことがある場合には、罪名及び処
分内容等を具体的に記載する。

申請本人の親族（配偶者や子など）が日本に居住し
ている場合は、その者について記載する。

日本へ入国しようとする者（申請本人）が有する国
籍を記載する。

備考　Notes



2007 7 30

アメリカ合衆国 1996 6 10

1960 5 8

David Cramer

アメリカ合衆国

名古屋大学大学院○○研究科

名古屋市千種区不老町 052-789-××××

名大　花子

名古屋市千種区不老町名古屋大学○○センター 052-789-××××

名大　花子

夫を招へいする大学の事務職員
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M-3
【査証申請の書類サンプル】
在留資格認定証明書交付申請書　その2
R 「家族滞在」の場合（妻の例）

2枚目は「その2R」を使用
する。

扶養者（受け入れ研究者）
の情報を記載する。

既に取得済みの場合に記
入する。

婚姻届けをした場所、日
付を記載する。

大学の受け入れ部局を記
載する。

＊国際企画室で取り次ぎ
をする場合
　　 23.24は空欄にして国

際企画室に提出する。
＊ 部局で提出する場合
　　 23.24ともに申請書を

作成した者が直筆で
署名をすると共に、
作成した日付を記載
する。住所及び電話
番号は大学のものを
記載しても良い。

該当項目にチェックする。



結婚証明書の和訳

ここに

○○○○○　○○○○○、　　・ ・ ・ ・ ・州・ ・ ・ ・ ・

及び

△△△△　△△△△、　　・ ・ ・ ・ ・州・ ・ ・ ・ ・、が

1967年　6月11日に・ ・ ・ ・州・ ・ ・ ・ ・教会において

・ ・ ・ ・州の条例と法に則り

神聖なる婚姻に至ったことを証明する。

（連署人署名）
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P
【査証申請の書類サンプル】
結婚証明書

（例・アメリカ）

（和訳）



代理申請申込書（在留資格認定証明書）

代理申請の種類：a. 申請書作成等＆取次ぎ　・　b. 取次ぎのみ　どちらかを○で示してください。

貴部局が受け入れる外国人研究員について

氏　　　名  
 （カナ表記 ）

所属機関職名   職名 
連　絡　先 電話：  Fax： 
 Email： 
受入れ期間 20＊＊年＊＊月＊＊日～20＊＊年＊＊月＊＊日
採用予定職  
家族の同伴 有　・　無　どちらかを○で示してください。

受入れ担当教員について

氏　　　名  
研究科（センター）   職名 
連　絡　先 電話：  Fax： 
 Email： 

事務担当者について

氏　　　名   職名 
連　絡　先 電話：  Fax： 
Email：  

国際企画室・国際課使用欄

申込受理日 確認者
証明書申請日 代理申請担当者
証明書到着日 確認者
証明書送付日 送付者
受入担当への通知日 通知者
備考
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Q
【査証申請の書類サンプル】
代理申請申込書（在留資格認定証明書）
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R
居住者証明書（例・米国）
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R
居住者証明書（例・英国）



雇　用　契　約　書

　　　　 国立大学法人名古屋大学長　名大　太郎（以下 A という。）と　　　　　　　　　　　
（以下 B という。）との間に、下記のとおり契約を締結する。

第1条　A は、B を名古屋大学　　　　　　の外国人研究者（客員教授）　　　　　　　　　　
（研究題目：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）として、
平成＊年＊月＊日から平成＊年＊＊月＊＊日まで雇用する。この雇用期間は、更新しない。

第2条　給与は、本給月額　　　　円を契約期間中毎月所定の日に支給する。なお、雇用期間
が月の中途において始まり、又は終わったときは勤務の日数に応じて日割り計算で給与を支
給する。

第3条　A は B のために住居を提供する。これに対する住居の使用料その他必要経費は、B に
おいて負担する。

第4条　B の勤務時間、休日・休暇に関しては、名古屋大学外国人教師及び外国人研究員就業
規則（以下「就業規則」という。）第18条から第26条までの規定による。

第5条　B は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の14日前までに、
可能な限り30日前までに、A に退職願を提出しなければならない。

第6条　A は、就業規則第29条で準用する名古屋大学職員就業規則19条第1項または第45条第
1項各号のいずれかに該当した場合には、B を解雇することができる。

第7条　A は B に、別に定めるところにより、赴任及び帰国のための旅費を支給する。

なお、帰国旅費については、この契約期間を通じて在任し、契約期間終了後3ヶ月以内に本邦
を出発した場合とする。

第8条 この契約書によるもののほか、B の勤務に関して必要な事項は、就業規則による。

第9条 この契約書は、日本語及び英語で作成し、日本語を正文とする。

　　　　上記の契約の証として契約書2通を作成し、各1通を各々が所持する。

　　　　　　平成　　年　　月　　日

　A：国立大学法人名古屋大学
　　    名　大　　太　郎 

　B： 

NAGOYA
 UNIVERSTIY

Furo-cho, Chikusa-ku
Nagoya 464-8601, Japan
www.nagoya-u.ac.jp
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S
雇用契約書（日本文）

外国人研究者のサインをもらう。



Employment  Contract

 Taro Meidai , President of Nagoya University (hereinafter “A”) and             
(hereinafter “B”) hereby conclude an employment contract to the following effect:

Article 1 A shall employ B as a Foreign Visiting Research Fellow (Visiting Professor) 
(Subject:                              )  
at        , Nagoya University, for the period from       to        
This period of employment shall not be renewed.

Article 2 A salary of    yen per month shall be paid on the designated day throughout the 
duration of the contract. Where the period of employment commences or finishes in 
the middle of a month, the salary for that month shall be calculated according to the 
number of days employed.

Article 3 A shall provide B with accommodation. The rent, utilities and other necessary 
expenses thereof shall be borne by B.

Article 4 Items pertaining B’s working hours, holidays and leave are provided for in Article 18 
to 26 of the Rules of Employment for Foreign Visiting Professors and Foreign Visiting 
Research Fellows at Nagoya University (hereinafter “Rules of Employment”).

Article 5 Where B intends to resign, he or she shall tender a letter of resignation to A at 
least fourteen (14), and if possible thirty (30), days prior to the proposed day of 
resignation.

Article 6 Where the clauses of Article 19 paragraph 1 or Article 45 of the Nagoya University 
Rules of Employment are applicable to B, through Article 29 of Rules of 
Employment, A can dismiss B.

Article 7 As provided for separately, A shall pay B’s travel expenses to Nagoya University for 
the purpose of taking up his or her appointment, as well as travel expenses for the 
return journey to B’s county of residence. However, payment of later shall be made 
only where B has completed the period of employment specified in this contract, and 
departs from Japan within three (3) months of the completion of the contract.

Article 8 In addition to this contract, items pertaining to B’s contract are provided for in the 
Rules of Employment.

Article 9 This employment contract is made in Japanese and in English, and Japanese text are 
authentic.

  Two (2) copies of this employment contract shall be drawn up, each party being provided 
with one (1) copy.

Date:
A: 
  Taro Meidai
   President, Nagoya University

B: 

NAGOYA
 UNIVERSTIY

Furo-cho, Chikusa-ku
Nagoya 464-8601, Japan
www.nagoya-u.ac.jp
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S
雇用契約書（英文）

外国人研究者のサインをもらう。



名古屋市千種区不老町　名古屋大学

なし 子

なし

THOMAS MARY
ANN

1962.
12.24

客員教授

2000.  9. 20

2000          10          11

2000        10         52000. 10.  5

CHICAGO  ILLINOIS

THOMAS  BOB  GREEN 本人

406 w 105st.  L.A.  CALIFORNIA

2003        10         5

米　国

米　国

THOMAS MARK
JOHN

1982.
10.10 米　国

B      33333331

1963           8            1

A8-111111

THOMAS           BOB                    GREEN

教授

                        不老町名古屋大学

インターナショナルレジデンス111
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外国人登録申請書（表）

日本において従事する職業を具体
的に記入する。

在留資格を記載する。

日本における住所を記入する。

日本における勤務先を
記入する。

該当項目をチェックする。



CD 26 9 9 6 9 3
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T
外国人登録申請書（裏）

旅券に添付された出入国記録
カードの E.D. 番号を記入する。



名古屋市千種区不老町 052 789 ××××
名古屋大学リサーチャーズビレッジ111
李　　桃花

本人

李　　桃花
1960 3 25

B　　 12345○○89

1

銀行口座開設　他
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U
外国人登録原票記載事項証明書等交付申請書

登録番号を記入。
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V
外国人登録原票記載事項証明書



千種

ドイツ 14

Boris Becker

Sandweg  100 22074  Nuremberg

名古屋市千種区人座町 1-1 
　野依インターナショナルハウス 052-789-××××

ドイツ

ドイツ

2007. 8.31 6 日 短期滞在

2000.4.30 2000. 8. 31 短期滞在 

名古屋大学○○センター

名古屋市千種区不老町 052-789-××××

名古屋大学○○センター

名古屋市千種区不老町

講演 2007.9.3 9 月 4 日以降 1回　40,000 円現金払い 
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W-1
租税条約に関する届出書　様式7①

受け入れ部局の印鑑を
押印する。

該当する国の租税条約条項の
番号を入れる。
わからない場合は、税務署に
問い合わせる。

外国人研究者の情報を
記載する。

実際に滞在する期間を記入。

以前に日本に滞在したことがある
場合は、チェックを入れて該当項
目を記載する。

受け入れ部局の名称・電話番号等
を記載する。

給与の形態を記載する。



Boris Becker

フライブルク大学　助教授

2007 9 1

74

W-1
租税条約に関する届出書　様式7②

特記することがあれば、ここに
記入する。

外国人研究者の
サインをもらう。

記載は不要



千種

オーストリア 14

Wolfgang Amadeus Mozart

名古屋市千種区不老町

300 Walt Street Brunswic 2780 Republic of Austria

45 才 オーストリア 2007. 8.31 1 年 教授

オーストリア

名古屋大学○○センター

名古屋市千種区不老町
052-789-××××

名古屋大学

名古屋市千種区不老町 052-789-××××

名古屋大学

名古屋市千種区不老町

客員教授として教育を行う。

給与 2007. 9. 1 ～

2008. 8.31

常　勤：毎月17日

非常勤：翌月17日

銀行振り込み 月額　90 万円
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W-2
租税条約に関する届出書　様式8①

受け入れ部局の印鑑を押印する。

該当する国の租税条約条項の
番号を入れる。

外国人研究者の情報を
記載する。

受け入れ部局の名称・電話番号を
記載する。

受け入れ部局もしくは大学の
名称・電話番号を記載する。

給与の形態を記載する。

本学での役務の内容を記載する。

☞2ページ目は様式7②参照



Michael Davis
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X
租税条約に関する付表（例：米）

外国人研究者の氏名を記載する。

A の（1）の Yes にチェック。
他の項目のチェック及び記載は
不要



給与 5 月 17 日 50 万 10 万 5 月 17 日 0 10 万

給与 6 月 17 日 50 万 10 万 6 月 17 日 0 10 万

給与 7 月 18 日 50 万 10 万 7 月 19 日 0 10 万

千種

Penelope Cruz

名古屋市千種区不老町名古屋大学インターナションナルビレッッジ

300,000

三菱 UUJ 名古屋 1111111 Penelope
Cruz

名古屋大学○○部

名古屋市千種区不老町　　　　　　　052-789-××××
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Y
租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書

外国人研究者の氏名・住居を
記載する。

 給与支給額  経理に確認
給与支給日  （3）×20%  （4）の金額

該当箇所にチェック

4（7）の合計額

基本的に国内で受け取る。
万が一海外で受け取る場合は、事
前に、海外からアクセスできるよ
うな銀行の口座開設をしておく等
の必要がある。

振り込み銀行の情報を記載する。

受け入れ部局の情報を記載する。

短期滞在の場合には、月ごとの所
得税納税年月日を明らかにするた
めに、月ごとに1行ずつ記載する。

人事労務課長の署名・印をもらう。



2007 10 1 名古屋

2007 11 1 名古屋

名古屋

中国 李 桃花

中国　上海1965 3 31

中国　上海市

名古屋市千種区不老町 052-789-××××

A―12345○○ 2010

2007教授

1

1

2008 7

中国

7 1

8 8

B ―12345○○89 号○
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Z
再入国許可申請書

申請人が有する国籍を
記載する。

国（地域）名及び都市名を
記載する。

住所（生活の本拠地）及び電話番号
を記載する。住所がない時は居所

（ある程度の期間、継続して居住し
ている場所）を、居所がない時は宿
泊先などの所在地及び名称を記載
する。

申請人が日本へ上陸した年月日を
記載する。

本件申請時において、申請人が 
有する在留資格等あを記載する。

該当項目をチェックする。

申請人が16才未満等の場合は、申
請人に代わって法定代理人が申請
を提出することができるが、その
場合の法定代理人に係わる事項に
ついて記載する。

申請本人が直筆で署名するとと
もに、申請を提出した日付を記載
する。

記載不要



memo





編集・発行：名古屋大学国際企画室
2008年3月

Tel : 052-788-6263
Fax: 052-789-2045

E-mail: info-oisp@post.jimu.nagoya-u.ac.jp
URL: http://www.iech.provost.nagoya-u.ac.jp




