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Fellowship ID：  年  月  日 
  YYYY/MM/DD 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 
To: President, Japan Society for the Promotion of Science 

 

変更承認申請書 
Application for Schedule Change 

 
受入研究機関・部局・職 

Name of Host Institution, Department and Title  

受入研究者氏名 
Host Researcher’s Name  印 

外国人招へい研究者氏名 
Fellow’s Printed Name  

外国人招へい研究者サイン※ 
Fellow’s Signature※  

（※外国人招へい研究者のサインは、短縮又は一時出国の場合のみ記入） 
(※Signature only when you apply for the shortening the fellowship tenure or Temporary absence from Japan.） 

 
外国人研究者招へい事業（外国人招へい研究者）について、下記のとおり計画を変更したいのでご承認くださるようお願

いします。 
This is to notify JSPS that the Fellow wishes to change his/her fellowship tenure. 

記 
１．変更前の採用期間/ Original Tenure 年  月  日 ～ 年  月  日 

 
２．変更内容（複数選択可）/ Changed 
□ 採用期間開始日の変更/ Changing the starting date of fellowship 

変更後の採用期間開始日/ The starting date of fellowship  
年  月  日 

 
□ 採用期間の短縮/ Shortening the Fellowship Tenure 

変更後の採用期間終了日/ The ending date of fellowship 
年  月  日 

 
□ 一時出国/ Temporary Absence from Japan 

日本から出国する日/ Date of departure from Japan  日本に再入国する日/ Date of re-entry 
年  月  日 ～ 年  月  日 

 
□ 採用期間終了後の本邦滞在/ Continuous Stay in Japan after Expiration of Fellowship 

採用期間終了日の翌日/ Day after ending date of fellowship  日本から出国する日/ Date of departure from Japan 
年  月  日 ～ 年  月  日 
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３．変更する理由 
Reason for Schedule Change 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
４．変更しても目的を達成できる理由・方策（採用期間終了後の本邦滞在の場合は記入不要） 

If the schedule is changed, why and how will the Fellow be able to achieve his/her research objectives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
受入研究機関事務担当者記入/ Filled in by Host Institution 
部署・氏名  印 電話番号  

 


