国費外国人留学生の資格外活動許可申請についてのガイドライン
（平成 28 年 4 月 22 日 国際交流委員会制定）
国費外国人留学生（以下、「国費留学生」という。）は、日本政府から給与の支給を受けること
で、生活上の心配なく勉学に専念するための十分な条件が整えられています。国費留学生が資格
外活動許可を得て、貯金等を目的としてアルバイトをすることは、制度の趣旨から想定されてお
らず、推奨もされていません。
従って、本学における国費留学生のアルバイトは、原則認めていないが、次に掲げる謝金を伴
う業務の場合については、資格外活動申請許可願（様式 1）の申請を受け付け、国際教育リエゾン
機構長が認めた場合にのみ資格外活動の申請を許可する。
1.

地方公共団体や財団法人等、公的な団体等の協力依頼に応じて、地域貢献に資する活動を行
う場合

2.

裁判所等から法廷通訳として依頼された場合

3.

公的な団体等の依頼に応じた教育研究上有益なインターンシップであり、活動の場が日本国
内である場合

4.

その他、勉学及び教育活動に資する資格外活動である場合（なお、学内教員等からの依頼で
行う謝金を伴う業務については、依頼者から謝金を必要とする理由書を求める。
（様式 2）
）

上記に該当する資格外活動許可の申請が認められ、資格外活動許可を取得した場合は、国費留
学生に次について義務づける。
① 資格外活動許可取得後は、在留カードを国際教育リエゾン機構へ持参し、取得の報告を行う
② 資格外活動の変更等がある場合は、その都度、国際教育リエゾン機構に報告を行う（様式 3）

【注意事項】
1)

活動できる時間は、1 週間につき 28 時間まで。
（長期休業期間中は、1 日 8 時間まで）

2)

休学期間中のアルバイトはできない。

3)

風俗営業、風俗関連営業を行っている店などでのアルバイトはできない。

4)

資格外活動許可は、入国管理局が行うものであり、申請を行っても許可されないケースがあ
る。いかなる場合も資格外活動許可を得る前に報酬を伴う活動に従事してはならない。

5)

長崎大学での TA、RA 及び報酬の発生しないインターンシップについては、資格外活動の許
可を必要としない業務である。

Guidelines for MEXT Scholarship Students
Wishing to Apply for a Conditional Working Permit
(2016.04.22. International Exchange Committee)
International student on MEXT scholarship are guaranteed to be provided with sufficient
financial resources, allowing students to focus on their academic studies without having to
worry about financial problems. Therefore, it is neither recommended nor consistent with the
spirit of the scholarship to obtain a conditional work permit with the intention of saving money
through part-time work.
Thus Nagasaki University does not allow MEXT scholars to have a part-time work in principle.
However activities, which fall under any of the following, will be considered, and only when
the director of Liaison Center for International Education allows, students can apply for a
conditional work permit. (Use form 1 to seek permission from the dean to apply the conditional
work permit.)
1.
2.
3.
4.

If asked to work as a cultural collaborating assistant in a public organization (a regional
public organization or an incorporated foundation)
If asked to work as a legal interpreter for a courthouse
If participating in an internship in Japan that is necessary for relevant study/research
Other reasons for which external working activities will contribute to study/research
(If asked to work by faculty/staff in Nagasaki University, form 2 must be submitted)

After the student has allowed to apply for the permission and obtained a conditional work
permit, the MEXT scholar is required following;
① Please bring the Residence Card to Liaison office and let us know having obtained a
conditional work permit.
② Please let us know immediately when there is a change of working condition. (Use form 3)

【Notice】
1) Students are allowed to work up to 28 hours/week (8 hours/day during long holidays)
2) Students are NOT allowed to work while taking a leave of absence from school
3) Students are NOT allowed to work in a sexually oriented/related business
4) In order to obtain a conditional work permit, student must undergo an inspection at the
immigration office. Due to circumstances, certain applications may be rejected. In any case,
do not engage in any activities for which you are paid before obtaining the conditional
work permit.
5) In cases where students are directly engaged in assisting education or research at
Nagasaki University, such as a TA, RA, or an unpaid internship, a conditional work permit
is not required.

