留意事項 （必ずお読みください）
＜渡日について＞
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、日本政府は国外からの新規入国者への査証申請受付
を停止しています。応募された方の受入可否につきましても今後の感染症の状況や政府方針によって変
更が生じる可能性があります。予めご了承ください。
また、現在国外からの入国者へは下記のような手続きを求められています。

① 出国する前の72時間以内に検査したCOVID-19の検査証明を提出すること
② 日本に入国後、到着した空港で指定のPCR検査を受けること
③ 入国後、指定のホテル等を自身で予約し、14日間の自主隔離をすること
④ 空港から隔離場所への移動には公共交通機関（電車・バスなど）ではなく、指定のタクシーなどを手配
すること

⑤ 隔離期間中、検査所または学校等に体温や体調などの報告を毎日行うこと
尚、空港からホテルまでの移動費用および 14 日間の宿泊費は自己負担となります。

＜授業について＞
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、武蔵野大学では 2021 年度の授業がオンライン中心
となる可能性があります。その場合、母国ではなく日本へ渡日していただいたうえで授業をオンラインで
受講していただきます。入国できない場合、受入を中止とさせていただきます。

＜住居について＞
希望する方には武蔵野大学葛西国際寮または民間寮などを手配します。
葛西国際寮の寮費は月々40,000 円ですが、空き部屋の数に限りがあるため、別の民間寮に入居して
いただく場合があります。別の民間寮の寮費はおよそ月々７～80,000 円程度です。いずれの場合も住
居に関わる寮費、光熱水費等は全額自己負担となりますのでご了承ください。

＜海外旅行保険の加入について＞
日本に来る前に、受け入れ学生は事故やけがに対する旅行保険に加入する必要があります。日本入国
後、１４日間の自主隔離中も皆さんの安全を確保するためにも必ず加入してください。
また、日本に来る前に、虫歯などの治療を受けておく、自身の既往歴が分かる証明書を持参することを
お勧めします。所在国によっては本学で保険の申し込み手続きができる場合もあります。詳細は別途ご連
絡します。

Important Notice
*Please be sure to read carefully
<Entry into Japan>
In order to prevent the spread of COVID-19 infection, the Japanese government has suspended
the acceptance of visa applications for new arrivals from abroad. The acceptance of applicants is
subject to change depending on the situation of COVID-19 and government policy. We appreciate
your understanding.
In addition, the following procedures are currently required for those coming from abroad.
(1) Submit a proof of COVID-19 test inspected within 72 hours before leaving your country.
(2) To undergo the designated PCR test at the airport upon arrival in Japan
(3) After arrival in Japan, you must make a reservation at a designated hotel, etc. and undergo
quarantine for 14 days.
(4) Do not use public transportation (train, bus, etc.) to get from the airport to the place where you
spend your qurantine for 14 days.
(5) During the quarantine, you must report your temperature and physical condition to the public
helath institute or Musashino University daily.
*You will be responsible for the transportation cost from the airport to the hotel and the
accommodation cost for 14 days.
<Classes>
Due to the COVID-19 pandemic, there is a possibility that classes of Musashino University will be
primarily online in 2021. In this case, we require you come to Japan and take the classes online in
Japan. In case the students cannot entry Japan, we will cancel the study abroad program.
<Accommodation>
We will make arrangements for those who wish to stay at Kasai International Dormitory or other
dormitories. The monthly fee for Kasai International Dormitory is 40,000 yen, but due to a limited
number of rooms available, you may be asked to live in a different private dormitory. Please note
that in any case, you will be responsible for all housing and utilities costs.
<Travel Insurance>
Before coming to Japan, you have to take out travel insurance against accidents and injuries. To
ensure your safety especially during the 14 days of quarantine in Japan, please be sure to take out
travel insurance. In addition, we recommend that you get treatment for any cavities or other
problems and bring proof of your medical history. We will announce further information later.

