
アフガニスタン等からの退避を希望する名古屋大学修了生への支援のお願い 

 
令和 4 年 4月 5日 

 
名古屋大学教職員各位 
名古屋大学同窓生各位 
皆 様  

 
国立大学法人東海国立大学機構 
名古屋大学総長  杉 山  直 

 

日頃より、本学の教育研究にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
「アフガニスタンからの退避を希望する名古屋大学修了生への支援のお願い」として 3月
29日に別紙のとおりご支援のお願いをさせていただいたところですが、昨今のウクライナ
の情勢を踏まえ、本学としてウクライナから日本への退避を希望する修了生に対しても、
同様の支援を行うこととしました。 

 つきましては、ご案内しております寄附に関してもアフガニスタン及びウクライナから
の退避者への支援ということで対象を拡大し募集させていただくこととしましたので、今
後ご支援いただく際にはその点ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

  

 

  

  



（別紙） 

アフガニスタンからの退避を希望する名古屋大学修了生への支援のお願い 

 
令和 4 年 3月 29 日 

 
名古屋大学教職員各位 
名古屋大学同窓生各位 
皆 様  

 
国立大学法人東海国立大学機構 
名古屋大学総長  松 尾 清 一 

 
 
日頃より、本学の教育研究にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
昨夏以降のアフガニスタン情勢変化を踏まえ、本学では、同国出身の本学関係者の身の安

全を確保すべく、特に本学修了生のうち日本への退避を希望する者に対して、昨年 10月か
ら「アフガン・フェロー」の身分を与え、次の支援を行っています。 

 

・入国・水際対策関連の支援：査証発行手続支援、航空券手配、水際対策支援 

・入国後の支援：宿舎提供、一時金給付、生活支援金給付 

・家族への支援：入国・水際対策関連の支援、生活支援金の追加給付 

・支援期間：名古屋到着から 1年間 

 

本学として、生命の危険を感じるアフガニスタン修了生たちの退避に向けて、教職員、同
窓生、その他本件の趣旨に賛同いただけます皆様と一体となって最大限の努力をしていき
たいと考えています。 
 これらの支援には多くの資金が必要ですので、卒業生や修了生、教職員をはじめとして、
広く個人・団体・法人の皆様に厚いご支援とご協力を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上
げます。 

 
記 

 
寄附の方法： 
①以下のURLから寄附者のメールアドレス、氏名、住所、電話番号、寄附金額等を入力し
てください。入力後送信ボタンを押していただくと、振込先口座の情報が表示されます。 
 URL: https://forms.office.com/r/cjep2bsqTc 

https://forms.office.com/r/cjep2bsqTc


② ①で表示された振込先口座に、概ね 1週間以内に振込み願います。 
＊ご寄附は 1,000円から承ります。 
＊万一、①で入力いただいた寄附金額と、②で振り込んでいただいた金額が異なる場合は、
実際に振り込んでいただいた金額を寄附金として受け付けいたします。 

 
※この寄附金は、特定寄附金／指定寄附金となりますので税制上の優遇措置が受けられま
す。(日本国内限定) 
詳細は、国税庁ＨＰをご覧ください。 
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 

 
寄附金受付期間：令和 5年 3月末まで 
 
 
 
 
                          

本件担当：教育推進部国際連携課 
                      E-mail : intl_div@adm.nagoya-u.ac.jp 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm


Request to Support Nagoya University Alumni Seeking to Evacuate Afghanistan 
and Other Regions 

 

April 5th, 2022 

 

To All Nagoya University Faculty and Staff 

To All Nagoya University Alumni 

To All Whom It May Concern 

 

National University Corporation Tokai National Higher Education and Research System 

Naoshi SUGIYAMA 

President, Nagoya University 

 

 

Firstly, I would like to thank you all for your understanding of and cooperation with Nagoya 

University's education and research activities. 

Given the turmoil that has wracked Afghanistan since last summer, Nagoya University has been 

acting to ensure the safety of people from Afghanistan who are associated with the University. 

Specifically, since last October, the University has been taking in alumni who seek to evacuate to 

Japan under the title of "Afghan Fellow" and providing them the following support: 

 

- Assistance with entry and border measures: visa application support, flight arrangements, 

assistance with border measures 

- Support after entering Japan: accommodation, one-time payment, monthly stipend  

- Support for families: Assistance with entry and border measures, additional monthly stipend 

- Support period: for 1 year after arriving in Nagoya 

 

  Furthermore, given the recent situation in Ukraine, we will also extend similar support to Nagoya 

University alumni who wish to evacuate Ukraine and come to Japan. 

Together with our faculty and staff, alumni, and all other people who support this goal, we as a 

university intend to make every effort to evacuate our alumni in Afghanistan and Ukraine who feel 

their lives are at risk.  

As a large amount of funding is needed to provide this support, we would like to ask not only our 

graduates, faculty and staff but also a wide range of individuals, groups, and corporations for your 

kind support and cooperation. 

 



 

How to donate: 

(1) Access the URL below and fill in the donor's e-mail address, name, address, phone number, 

donation amount, etc. After entering the information and clicking the “Send” button, information about 

the payee’s bank account will be displayed.  

 URL: https://forms.office.com/r/cjep2bsqTc 

(2) Please make a payment to the account displayed in (1) within about a week. 

* We accept donations starting from 1,000 yen. 

* If the amount you entered in (1) and the amount you actually paid in (2) are different, we will accept 

the amount actually paid as the donation amount. 

 

* These donations will be considered designated/specified donations and are eligible for tax benefits 

under the taxation system. (Only in Japan) 

Please visit the National Tax Agency website for details. 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm 

 

Donation period: Until the end of March 2023 

 

 

 

 

                          

  

 

For Inquiries: International Affairs Division, 

Education & International Affairs Department 

E-mail: intl_div@adm.nagoya-u.ac.jp 


