本書類一式は外国人留学生と思われる方（外国籍で在留資格が『留学』の方およびそれに準
ずる方）にお送りしています。もし、誤ってお心当たりのない方に届いていましたら、恐れ
入りますが、破棄してください。
法政大学グローバル教育センター国際支援課
2016 年 3 月
法政大学外国人留学生のみなさんへ
2016 年度 留学生新年度書類の提出（WEB 提出）について（重要）
いよいよ 2016 年度がスタートします。留学生（在留資格「留学」）のみなさんからは毎
年新年度に書類の提出、申請を受付ています。2016 年度より、留学生専用のオンラインシ
ステム（Hi-net：法政大学留学生ネット）を導入しました。同封の Hi-net 操作説明書をよ
く読んで、以下のとおり提出してください。
（留学生のための学生保険の加入申請（希望者
のみ）はグローバル担当窓口にて行ってください）
Hi-net（法政大学留学生ネット）で申請できない場合は、至急グローバル教育センター
までご連絡ください。
■提出期限：2016

年 4 月 7 日(木)17:00 時間厳守

■Hi-net（法政大学留学生ネット）上での申請するもの･申請手順（詳しくは下記マニュアル参照）
① ログイン URL https://hosei-osm.com
ユーザ ID：学生証番号(ex. 16A0000) パスワード：生年月日西暦８ケタ(ex. 19900101)
②データ票 申請
－＊印の必須項目を入力（グレーになっている部分以外）
－携帯等で撮影した以下の JPEG データをアップロード(JPEG データ以外アップできません)
Ａ 在留カードの両面
（在留カードがない→パスポートの最新の上陸許可部分

在留資格手続中→申請受理票）

Ｂ パスポートの顔写真部分
Ｃ 国民健康保険証
Ｄ 銀行預金口座の通帳（学部生のみ）
－「提出」ボタンを押す
④授業料減免申請（正規生のみ） 必要事項を入力し、
「提出」ボタンを押す
（減免対象外者）前年度留年者 / 2016 年度春学期授業料未納者 / 経済的に困難と認められない者 /
ＨＩＦ等授業料相当額の奨学金の受給者 / 他

⑤奨学金申請（学部生のみ）

必要事項を入力の上、「提出」ボタンを押す。

この奨学金申請は、当年度に募集があることを見込んでいる奨学金の一覧です。このシートでエント
リーしておくことによって、４月以降、実際に奨学金の募集が発生したときに、自動的に応募者とし
て扱います。(必ずしもすべての募集があるとは限りません)。なお、今年度に新規で募集される奨学
金や自由応募の奨学金（大学からの推薦を必要しない奨学金）は掲示のみでの告知となりますので、
必ず掲示を確認してください。

■窓口で提出するもの 留学生のための保険加入関係書類（加入希望者のみ）
①保険加入申込票
②振込用紙提出票（振込控えを貼付したもの）
提出先

市ヶ谷

グローバル教育センター国際支援課（58 年館 2Ｆ）

多摩

多摩グローバル担当（総合等地下 1Ｆ

小金井

学部：国際交流支援室(管理棟 3Ｆ）大学院：小金井大学院担当(管理棟 2Ｆ)

たまえもん向かい）

■Hi-net（法政大学留学生ネット）に関するＱ＆Ａ
Ｑ1 現在、日本にいないため、提出できません。
→Hi-net はインターネット接続環境があれば、どこでも入力できます。
Ｑ2 スマートフォンでも入力できますか？
→スマートフォン（iphone android 等）用に WEB サイトを作成していないため、PC で入
力を行ってください。PC をお持ちでない場合は、大学の情報カフェテリアのパソコンを
使ってください。
Ｑ3 画像（在留カードのコピー等）はどうやってアップロードすればいいですか？
→スマートフォンなどで写真を撮り、Hi-net を入力するＰＣに取り込んでください。ど
うしても写真を撮れない場合は、早めに各キャンパスのグローバル担当までご相談、ご
連絡ください。
Ｑ4

Hi-net に既に入力されている情報が間違っています。修正するにはどうしたらいい

ですか？
→データ票でグレーになっている部分は現在大学に届け出のある情報で、Hi-net では修正
できません。
「所属学部」または「学生センター」にて届出をするとともに、グローバル教
育センターへもお知らせください。なお、学年については、原則、前年度の学年が入力さ
ておりますが、大学側で５月頃更新を行う予定です。
Ｑ5 エラーがあり登録できませんでした。
→主な理由として、必須項目に入力がない、画像がアップロードされていないというケー
スが考えられます。（エラー内容が画面に表示されています。）わからない場合は、各キャ
ンパスのグローバル担当までご連絡ください。
Ｑ6 渡日直後のため、銀行口座、健康保険証がまだありません。
→銀行口座は、作成中の銀行名を入力し、口座番号・支店名には「作成中」と入力してく
ださい。銀行口座・健康保険証の画像の欄には、
「パスポートの顔写真のページ」を添付し
てください。
Ｑ7 「提出」後、入力内容に誤りを見つけました。どうしたらいいですか？
→「提出」ボタンを押した後は、入力内容を変更できません。グローバル教育センターへ
修正依頼（メール）をしてください。
宛先：hosei-osm@ml.hosei.ac.jp
件名：○○○○（データ票又は奨学金申請又は授業料減免申請）の修正申請

学生証番号

名前（カナ）

お問い合わせ先
法政大学 グローバル教育センター 国際支援課
TEL 03-3264-5475
Mail hosei-osm@ml.hosei.ac.jp

Hi-net 操作マニュアル（簡易版）
締切 2016 年 4 月 7 日（木）17 時

ユーザ ID：学生証番号

★30 分でログアウトされます。
こまめに「一時保存」してください.
★基本データとして、大学に登録のあるデータが既に
入力されています。

例)16A0000

ログイン URL を直接入力する

パスワード：生年月日西暦８ケタ
例)1990 年 1 月 1 日生まれ 19900101

②ステータス「未着手」を押す。
①「データ票」を押す
（学部生）
データ票、授業料減免申請、奨学金申請
（大学院生）
データ票、授業料減免申請

データ票入力

グレー部分以外を入力する。＊印は必須項目

Ｂ

在留カードがない場合、申請受理票の日付を入力
Ａ
Ｃ

Ｅ

Ｄ
Ｃ

Ａ
Ｃ

在留カードあり：取得済
在留カードなし：手続き中

在留カードがあ
る場合はＣ許可
年月日を記入

Ｂ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

①

②

カレンダーの使い方
プルダウンをクリッ
クすると、カレンダー
が表示。
①、②、③の場所をク
リックすると「日」
、
「月」
、
「年」単位にそ
れぞれカレンダーを
切替え可能

③

グレー部分は入力できません。引越しなどで住所が変わった場合は、
グローバル教育センターと学生生活課（多摩は所属学部窓口）に
「住所変更届」を提出してください。

メールアドレスを入力
（携帯メールがない場合は空欄で可）

日本に住む緊急連絡先を必ず入力

学部生のみ

①

まだ銀行口座がない場合
①作成中の銀行を選択 ②「作成中」と入力
②

支店コード＝店番
②

配偶者「無」の場合は空欄で可

当年＝2016 年度に受給が決まっている奨学金があれば入力。ない場合は空欄で可

前年＝2015 年度に受給していた奨学金があれば入力。ない場合は空欄で可

現在アルバイトをしている人のみ入力。
パスポートに記載されている許可番号を入力
（どうしてもわからない場合は「不明」と入力）

どちらかに入力

在留カードあり→両面を添付
在留カードなし
→短期滞在の場合は次の 2 点を添付
①パスポートの上陸許可のページ
②入管での在留資格手続き中の「申
請受理票」

「アップロード」
を押して撮影した
画像を選択する

在留期間更新中の人
→申請受理票も添付

「一時保存」してから「提出」
ボタンを押す

銀行口座は
学部生のみ

健康保険証、銀行口座がまだない
場合は、パスポートの顔写真ペー
ジを添付

ステータスが「提出済」になったか確認

提出後に入力内容の変更はできません。修正したい場合は修正依頼すること
宛先：hosei-osm@ml.hosei.ac.jp まで
件名：○○○○（データ票又は奨学金申請又は授業料減免申請）の修正申請
学生証番号 名前（カナ）

データ票入力は終了です。
次は、授業料減免申請・奨学金申請（学部生のみ）です。

ログアウトのしかた
自分の名前を
クリックして
ログアウト

授業料減免申請
①「授業料減免申請」を押す
②「新年度登録」を押す

④「申し込む」人は、一番下の質問と確認にチェック
「申し込まない」人は⑤へ
③どちらかを選択

⑤記載内容を確
認して「提出」
データ票に入力
した内容が転記
されています

奨学金申請（学部生のみ）
①「奨学金申請」を押す
②「新年度登録」を押す

③どちらかを選択
⑤希望理由・学習計画・活動経験は
少なくとも 200 文字程度は入力する

④応募する人は、応募したい奨学金
にチェック、必要事項を入力
応募しない人は⑥へ

⑤記載内容を確
認して「提出」

以上で終了です。お疲れ様でした！提出後に入力内容の変更はできません。修正したい場合は、
メールで修正依頼すること。
宛先：hosei-osm@ml.hosei.ac.jp まで。
件名：○○○○（データ票又は奨学金申請又は授業料減免申請）の修正申請 学生証番号 名
前（カナ）

簡易版のマニュアルで不明点がある場合は下記の URL より詳細版のマニュアルを参照してください。
http://www.global.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2016/04/6af4ff7dfbd54aead33f3c3dd86645af.pdf

