Issue date: March 20, 2020
Dear International Newcomer Students of April 2020,
About Receiving International Newcomer Students of April 2020
This is the International Student Section of Kanazawa University.
In accordance with the university’s official announcement that classes in Academic Year 2020
begins from April 20, 2020, we inform you as follows;
1. Circumstances about restrictions on entering Japan (as of March 20) and Validity of your CoE
1-1. Period of restrictions on entering Japan (as of March 20)
Students arriving from China or Korea: from March 9 to the end day of this month
Students arriving from Europe: from March 21 to the end day of April
1-2. Validity of your CoE
As we told previously, the period of your CoE validity is extended to 6 months from its date f
issue.
2. Recommended arrival date
We recommend you to arrive in Kanazawa in the week of April 13, 2020.
If it is possible to cancel your flight ticket, we strongly recommend you to change your flight
schedule so that you can arrive in Kanazawa on or after April 13.
3. Events before April 20, 2020
Please confirm to your affiliated graduate school or college about the events which are to be
held before April 20.
If there are any events that you must participate in, please come to Kanazawa so that you can
participate in it.
4. Support provided by the Newcomer Support Team as of today
4-1. For the students arriving from countries other than China, Korea or Europe
4-1-1 Chartered Bus Service from KIX to Kanazawa University on March 30, 2020
4-1-2 Proxy Application Service of Registration at Kanazawa City Hall on April 1 and 15, 2020
(*1)
(*1) We will provide the proxy application service additionally on April 15. Later we will
inform the time and place.
4-2. For the students arriving from China, Korea or Europe (including those who connect flights
at airports in China, Korea or Europe) (*2)
We cannot provide the Chartered Bus Service from KIX to Kanazawa University (4-1-1) or
Proxy Application Service of Registration at Kanazawa city hall (4-1-2).
Regarding the application at Kanazawa City Hall, we can provide the necessary formats for
registration to the students arriving from China and Korea after April, by request.
(*2) As of March 20, 2020, only China, Korea, Europe and certain districts of several other
countries are under restriction to enter Japan by the Japanese government. However, the
Japanese government policy and measures are subject to change depending on the situation
of novel coronavirus infection.
4-3. For all students
Accommodation Assignment
(Note1) Students from China, Korea or Europe must find accommodation and transportation
on their own if the governmental measures of 14 days quarantine still continues at the
time of their arrival. We do NOT provide any accommodation or transportation for your
quarantine.

(Note2) We need to confirm your arrival date 10 working days before for preparing your dorm
room. We directly contact you to know about the check-in date and time if you come in
Kanazawa by May 25, 2020.
4-4. For students who postpone or withdraw their enrollment in Kanazawa University
4-4-1 Returning your CoE to the Immigration Bureau
4-4-2 Support for CoE application for October 2020 entrance
5. Related information
Please confirm the attached sheet.
Additionally, we ask you to keep yourself updated about the latest information.

[Contact] International Student Section, Kanazawa University
(Kanazawa University Newcomer Support Team)
Kakuma-machi, Kanazawa, Ishikawa 920-1192
Japan E-mail: ino@adm.kanazawa-u.ac.jp

発行日：2020.3.20

2020 年 4 月新規渡日留学生の皆さま
2020 年 4 月に入学する新規渡日留学生の受入れについて

金沢大学渡日支援チームです。
本年度の授業開始日が 2020 年 4 月 20 日になったことを受けて，次のとおりお知らせします。
1. 新規渡日留学生の日本入国に係る状況〔3 月 20 日現在〕及び在留資格認定証明書（CoE）の有
効期限
1-1. 日本への入国制限〔3 月 20 日現在〕
中国・韓国からの留学生：3 月 9 日午前 0 時から 3 月末日まで
欧州からの留学生：3 月 21 日午前 0 時から 4 月末日まで
1-2. 在留資格認定証明書（CoE）の有効期限
既にお知らせしたとおり，在留資格認定証明書（CoE）の有効期限が当面の間は交付日から 6
ヶ月間に延長されています。
2．日本への入国及び金沢への到着について
4 月 13 日から開始する週に金沢に到着することを推奨します。
購入済の航空券をキャンセルできる場合はキャンセルして，入国日を 4 月 13 日以降に変更す
ることを強く推奨します。
3．授業開始日より前に開催される行事について
4 月 20 日より前に開催される出席必須の行事があるかを，あなたが所属する研究科又は学域の
担当係に確認してください。
出席することを指定された行事に参加できるように金沢に到着してください。
4．本日以降の渡日支援チームによる支援
4-1. 中国，韓国及び欧州以外の国から入国する留学生
4-1-1 関西国際空港発本学着チャーターバスの運行（運行日：3 月 30 日（月））
（注 1）
4-1-2 市役所登録代行（実施日：4 月 1 日（水）
，15 日（水）
）
（注 1）市役所登録代行を 4 月 15 日（水）も実施します。時間・場所は後日お知らせします。
4-2. 中国・韓国及び欧州から入国する留学生（トランジットでこれらの国又は地域の空港を利用
（注 2）
する者を含む）
上記の空港発チャーターバス（2-1-1）及び市役所登録代行（2-1-2）についての支援はでき
ません。
市役所登録手続きについては，入国したときに，希望に応じて必要な提出書類を提供しま
す。
（注 2）3 月 20 日時点において，入国制限対象国が中国，韓国及び欧州に限られていますが，
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により，日本政府の方針が変更されることも
あります。
4-3. すべての留学生
宿舎の提供
（補足 1）中国，韓国及び欧州からの留学生が入国するときに政府による 14 日間の検疫措置が
継続している場合は，自身でその期間に滞在する宿泊施設及び宿泊施設までの移動手段
を確保してください。金沢大学は，あなたの検疫措置用の宿泊施設及び宿泊施設までの
移動手段を用意しません。

（補足 2）本学宿舎の入居を手配するために，ワーキングデーで 10 日前までに入居日を確認す
る必要があります。5 月 25 日までに宿舎に入居する留学生については，渡日支援チーム
が入居日時を直接確認します。
4-4. 入学を延期又は辞退する留学生（注 2）
4-4-1 出入国管理局への在留資格認定証明書（CoE）の返却
4-4-2 2020 年 10 月入学のための在留資格認定証明書（CoE）取得支援
5. 関係情報
別添を参照してください。また，自身でも最新情報の収集に努めてください。

【担当】 金沢大学国際部留学企画課留学支援係
（金沢大学渡日支援チーム）
〒920-1192 金沢市角間町
E-mail: ino@adm.kanazawa-u.ac.jp

Related Information


Ministry of Foreign Affairs HP (Drastically strengthening border measures related to
novel coronavirus (COVID-19): Visa restrictions March 6)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001051.html



Ministry of Health, Labour and Welfare (About Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html



外務省 HP（新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の抜本的強化：査証の制限等に
ついて (3/6)）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005119.html



厚生労働省 HP（新型コロナウイルス感染症について）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html



法務省 HP（海外からの入国に関する情報や、外国人の在留諸申請における取扱い等）
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html



厚生労働省 HP（水際対策強化（検疫強化）にかかる Q&A）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
（電話相談窓口）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#denwa



外務省海外安全 HP（各国・地域における新型コロナウイルスの感染状況や、入国制限措
置・入国後の行動制限措置に関する情報等）：
https://www.anzen.mofa.go.jp/

