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平成２７年度採用分特別研究員申請書提出にあたっての事務担当者用チェック要領 

 

 申請書類をとりまとめて本会に提出いただくにあたり、例年、申請資格不備、書類不備にて選考の対象

外とせざるを得ない案件が発生しております。各機関におかれましては、いま一度、中身を精査していた

だくようお願いします。 

平成２７年度申請における申請書類の提出方法、また特に注意して点検いただきたい事柄を、以下に掲

げますので、提出前に確認してください。 

 また、本事業は「電子申請システム」で申請受付を行います。申請者から提出される「申請書」は、「電

子申請システム」に入力した情報を印刷する＜申請書情報＞と Word や手書き等で作成される＜申請内容

ファイル＞を併せたものです。 

申請者が「電子申請システム」内で一度「完了」の処理をした＜申請書情報＞の記載内容を訂正する場

合、事務担当者は「電子申請システム」内で当該申請者の＜申請書情報＞の「却下」の処理をします。そ

の後、申請者本人が「電子申請システム」上の情報を訂正し、再度「完了」の処理をした後に印刷される

＜申請書情報＞を提出させてください。 

 なお、いったん取りまとめて本会に提出いただいた後に、追加することは認められませんので、ご注意

ください。また、申請者においても同様に追加することは認められませんので、募集の周知の際にその旨

を申請者へ必ずご指導ください。 

 

１．申請書類の提出方法について 
 

（１） 提出する申請書類は、「申請件数一覧（兼受入承諾書）（別添１）」、「申請リスト（別添２）」を上

にして、各申請者より提出された「申請書」と「評価書」を「申請リスト」の順に重ねて提出して

ください。 

（２） 「申請件数一覧（兼受入承諾書）」と「申請リスト」については、本会の「電子申請システム」よ

り印刷してください。 

（３） 「申請リスト」は、申請資格（ＤＣ１、ＤＣ２、ＰＤ）ごとに別ページで印刷され、各資格にて

部局順・受付番号順に申請者が掲載されます。（受付番号は、申請者が＜申請書情報＞の入力を完了

した際に自動的に付番されます。申請機関内で連番にはなりません。） 

（４） 「申請書セット」は各申請者から提出された申請書と評価書等を、以下の順番に重ね、１件ずつ

クリップ留めしてまとめてください。 
 
    ① 「申請書原本」：「申請書」並びに該当する申請者のみ添付する書類を 1 部ずつ重ねて左上を

ホチキスでとめたもの………………………………………………………………………１部 
※該当者のみ添付する書類 
・「受入研究室選定理由書（特例措置希望者）」：ＰＤ申請書の最後に添付 
・「休学証明書」、｢外国人登録証明書等｣：申請書の最後尾に添付。ＰＤで「受入研究室選定

理由書（特例措置希望者）」を添付する者はその後に添付。 
なお、複数の証明書を添付する場合、申請書の最後に、上記の順番に重ねて添付してください。 

 
    ② 「申請書写し」：（４）①申請書原本のコピー………………………………………………６部 

※「休学証明書」、｢外国人登録証明書等｣は除く。 
（上記証明書類は（４）①申請書原本にのみ添付してください。） 

 
③ 「評価書」：原本１部及び写し６部が厳封されている角２封筒 

（ＰＤは２名分をそれぞれ厳封。ＤＣは１名分。） 
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 「申請リスト」の「添付書類」欄に表示される略号は以下のとおりです。 

理 ＝ 「受入研究室選定理由書（特例処置希望者）」（以下「受入研究室選定理由書」と略記） 

休 ＝ 休学証明書 

外 ＝ 外国人登録証明書等（外国人登録証明書、在留カード、住民票等）  

 

４） 「申請リスト」の「特記」欄が「有」となっている場合に、申請書の「⑫博士の状況」欄の「博 

士の追記事項」に具体的な学歴の記載があるかどうかを確認してください。 

申請書「⑫博士の状況」において、学歴に特記事項（編入学等）がある場合、申請者が電子情報

を入力する際に、「博士に係る学歴の特記事項の有無」欄に「有」として入力しています。該当者は

「申請リスト」の「特記」欄に「有」が印字されますので、各申請者の申請資格に沿った学歴の情

報が「⑫博士の状況」欄の「博士の追記事項」に記載されているか、またその学歴情報が申請資格

と合致しているかを確認してください。 
 

  ５） その他、「平成２７年度採用分特別研究員申請書作成要領」に即して記入されているか、確認願い            

ます。 

 

（２）申請書の項目（ＤＣの場合） 

 

１） 必要な書類が揃っているか、不必要な書類がないかについて 

（ｱ）  ＤＣ申請の場合申請書は、電子申請システムを通じて作成した＜申請書情報＞と所定の様式を

用いて作成した＜申請内容ファイル＞をそれぞれ A４版で両面印刷し併せたものを申請書一式と

します。 

＜ 申 請 書 情 報 ＞：電子申請システムに必要な情報を Web 上から入力し、作成された PDF

ファイルを印刷するもので、申請書のＰ.１～３を両面印刷し、Ｐ.３の

裏面は白紙であるか確認してください。 

＜申請内容ファイル＞：本会ホームページからダウンロードした電子ファイル（Word 等）を編集

して作成するもので、申請書のＰ.４～１０を両面印刷し、Ｐ.１０の裏

面は白紙であるか確認してください。 

 

申請書原本１部、写し６部の内容が不一致でないか、また、ページの抜け落ち、両面印刷ミスが

ないか、必ず確認ください。たとえページが抜け落ちていても、そのままで審査を受けますので、

適正な審査結果が得られなくなります。（「平成２７年度採用分特別研究員申請書作成要領」参

照。） 

（ｲ）  提出書類は、「申請書」「評価書」の２種類です。その他に該当する申請者のみ添付する「休学

証明書」は申請書原本の最後尾に添付します。論文等の採録決定を証明する書類、論文の別刷等

を添付する申請者が見られますが、そのような場合は、各事務担当者において必ず取り外してく

ださい。 

   

２） 申請資格等を満たしていることの確認について 

（ｱ）研究に従事する機関について 

 ＤＣ１・ＤＣ２の受入研究機関は、正規の大学院博士課程学生として在学する国内の大学となり

ます。大学院設置基準第１３条に基づく「研究指導の委託」により一定期間他大学等で研究を行う

場合でも、(委託前の)在学する大学院が受入機関となります。 

（ｲ）ＤＣ１、ＤＣ２の在学年次について 

 ＤＣ１、ＤＣ２は、それぞれ平成２７年４月１日時点での在学年次が、次のいずれかとなる者で

ないと申請できません。申請時において休学予定期間がある場合は、平成２７年４月１日時点の在
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学年次に特にご留意ください。また、休学証明書と申請書記載の休学期間合計が一致しない場合で、

休学予定期間の有無によりＰＤ、ＤＣ２又はＤＣ１の申請資格区分が変わってしまうときは、休学

期間に休学予定期間を含めた場合に該当する資格区分で申請し、ＤＣ２又はＤＣ１の場合は所属機

関に提出予定の「休学届」等の写しを休学証明として添付してください。なお、申請後に休学を取

りやめまたは休学を延長した為、申請した資格区分の要件を満たさなくなった場合には、採用する

ことはできません。（申請後にＤＣ２からＤＣ１及びＤＣ１からＤＣ２への変更等は認められており

ません。） 

【ＤＣ１】 

  ・区分制の博士課程後期第１年次 

・後期３年の課程のみの博士課程第１年次 

・一貫制の博士課程第３年次 

  ・医学、歯学、薬学又は獣医学系の４年制の博士課程の第２年次（第１年次の者は申請資格がありま

せん。） 

【ＤＣ２】 

  ・区分制の博士課程後期第２年次、３年次 

  ・後期３年の課程のみの博士課程第２年次、３年次 

  ・一貫制の博士課程第４年次、５年次 

  ・医学、歯学又は獣医学系の４年制の博士課程の第３年次、４年次 

※平成２７年３月３１日までに博士の学位を取得する見込みがなく、４月１日において博士標準修

業年限を超えて在学することになる者は、申請区分はＰＤとなります。（採用時にはＤＣ２となり

ます。） 

（ｳ）外国人の申請について 

    ＤＣ１又はＤＣ２には、外国人留学生も申請することができます。 

    申請書については、電子申請システムで入力する申請書情報については、全て日本語で記載する

必要があります。一方、申請内容ファイルについては、日本語又は英語で記載することができます。

申請書情報が外国語で記載されている場合や、申請内容ファイルが日本語や英語以外の言語で記載

されていないか、確認してください。 

 

３）「⑪学歴」と「⑫博士の状況」の記載内容について 

「⑪学歴」欄に記載された学部及び修士の学歴と、「⑫博士の状況」欄の入学年月等の記載内容

とのあいだに、矛盾している点がないかを確認してください。 

「⑪学歴」「⑫博士の状況」「⑬研究・職歴等」欄が不足した場合に追加している「⑪学歴、⑫博

士の状況、⑬研究・職歴等別紙」についても同様に記載内容を確認してください。 

 

４）「⑰現在の研究指導者」について 

   所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 

 ＤＣの場合、申請者の所属する大学院研究科等における部局名・職名であるか確認してください。 

 

５）「⑱採用後の受入研究者」について 

 所属機関、部局、部局種別、部局正式名、職名が正確に記入されているかを確認してください。 

 ＤＣの場合、申請者の所属する大学院研究科等における部局名・職名であるか確認してください。 

 特に、部局正式名は、採用となった場合の証明書発行時にこちらに記載の部局名を使用しますの

で、誤りや空欄でないかを確認してください。 

 

６）「○21希望連絡先」について 

希望連絡先は、日本国内に限ります。海外の住所を記入している場合は、日本国内のものに訂正

するようご指導願います。また日本語で記載されていない場合にも、訂正するようご指導願います。 
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Ａ：Ｐ．１の右上隅 

  余白が生じている場合、フェルトペン等で塗りつぶしてください。 

Ｂ：版数 

  「１版」以上の版数となっているか、また「申請リスト」に記載される版数と一致しているかを確認 

してください。 

Ｃ：申請者氏名 

指定の登録方法で登録されているか確認してください。（「電子申請システムによる申請手続の概要

（申請機関担当者用）」参照））戸籍名は機関担当者が登録し、登録名は申請者が電子申請に入力します。

戸籍名においては、誤りのないよう入力し、正しく登録されているか、必ず確認して下さい。 

Ｄ：休学証明書 

  休学証明書等の提出が必要な者（博士在学中に休学期間がある者や申請時より後に休学を予定してい

る者）の申請書には、この箇所に「博士在学中の休学証明書を添付」という文言が印字されます。申請

書に当該証明書等が添付されているか、また証明書の内容が申請書に記載された内容と一致しているか

を確認してください。 

Ｅ：博士に係る学歴の特記事項 

  Ｅ欄が「有」となっている場合、「⑫博士の状況」欄に記載される各項目に入力された内容の間で申請

資格に係わる整合性チェックが電子申請システム上で行われておりません。各項目に入力されている内

容が相互に矛盾無く、申請資格を満たしていることを目視でチェックしてください。また、具体的な内

容が「11.博士の追記事項」に記載されているかを確認してください。 
Ｆ：⑪学歴、⑫博士の状況、⑬研究・職歴等別紙 

Ｆ欄が「有」となっている場合、別紙が記載されているか確認してください。 

所定の様式の枠内１枚のみ（ＤＣは申請書Ｐ．３）で作成してあるかどうか、「⑪学歴」「⑫博士の状

況」「⑬研究・職歴等」欄に入力済の部分も含め、大学学部卒業以降の全履歴事項を記載してあるかどう

か等を確認してください。 

Ｆ欄が「無」となっている場合も、空欄の別紙が添付されているか確認して下さい。 

詳細は「平成２７年度採用分特別研究員申請書作成要領」をご確認ください。 

Ｇ：「現在の研究指導者」等の研究者情報 

貴機関に所属の研究者が記入されている場合、氏名や所属部局、職名等が正しく記入されているかを

確認してください。 

Ｈ：希望連絡先 

  日本国内の住所となっているか確認してください。連絡先を所属機関等にしている場合、確実に郵便

物等が届くよう研究室名等詳細な住所が記載されているかを確認してください。 
Ｉ：「現在の研究指導者」＝「評価書作成者」 

  申請書に添付されている「評価書」が「⑰現在の研究指導者」欄に記載されている指導者によるもの

かを確認してください。 
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（３）申請書の項目（ＰＤの場合） 

 

１） 必要な書類が揃っているか、不必要な書類がないかについて 

（ｱ） ＰＤ申請の場合申請書は、電子申請システムを通じて作成した＜申請書情報＞と所定の様式を用

いて作成した＜申請内容ファイル＞をそれぞれ A４版で両面印刷し併せたものを申請書一式としま

す。 

＜ 申 請 書 情 報 ＞：電子申請システムに必要な情報をWeb上から入力し、作成されたPDFファイ

ルを印刷するものです。申請書のＰ.１～４を両面印刷してあるか確認して

ください。 

＜申請内容ファイル＞：本会ホームページからダウンロードした電子ファイル（Word 等）を編集して

作成するもので、申請書のＰ.５～１４を両面印刷し、Ｐ.１３が空欄の場合

やＰ.１４の空白ページについても、元のファイルどおり全て省略せずに印刷

してあるか確認してください。 

申請書原本１部、写し６部の内容が不一致でないか、ページの抜け落ち、両面印刷のミスがないか、

必ずご確認ください。たとえページが抜け落ちていても、そのままで審査を受けますので、適正な

審査結果が得られなくなります。（「平成２７年度採用分特別研究員申請書作成要領」参照。） 

（ｲ） 申請者が作成する提出書類は｢申請書｣、「評価書（２名分）」の２種類です。その他に該当する申

請者のみ添付する「受入研究室選定理由書（特例措置希望者）」、「※外国人登録証明書等」、を申請

書に添付します（※印は原本の最後尾に添付。「受入研究室選定理由書（特例措置希望者）を添付す

る者はその後に添付。）。論文等の採録決定を証明する書類、論文の別刷等を添付する申請者が見ら

れますが、そのような場合は、各事務担当者において必ず取り外してください。 

 

２） 申請資格等を満たしていることの確認について 

（ｱ） 研究に従事する機関について 

 ＰＤ申請者は、研究に従事する機関として、大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）以外の

研究室を選定する必要があります。ただし、大学院在学当時の所属研究室を例外的に認める場合が

あり、その場合は「受入研究室選定理由書（特例処置希望者）」の提出が必要となります。 

 なお、平成２７年４月において、標準修業年限を超えて博士課程に在学を延長する予定のために

ＰＤに申請する者は、通常出身研究室がそのまま受入研究室となりますので、その場合には理由書

の提出は必要ありません。 

（ｲ） 博士の学位等について 

  ＰＤは次のいずれかでないと申請できません。 

・平成２７年４月１日現在、博士の学位取得後５年未満の者 

・平成２７年３月３１日までに、人文学、社会科学の分野で学位の取得が著しく困難な分野を専攻

する者で、国内の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得の上退学する者（い

わゆる満期退学者）で、平成２７年４月１日現在、満期退学後３年未満の者（平成２４年４月２日

以降に退学した者）。申請時においては、見込みでもよい。  

・平成２７年３月３１日までに博士の学位を取得する見込みがなく、４月１日において博士課程に

標準修業年限を超えて在学することになる者。（ただし、採用はＤＣ２となるため、特別研究員採

用経験者は採用されないので注意してください。） 

    

（ｳ）外国人の申請について 

我が国に永住を許可された外国人はＰＤへ申請できます。（在留資格が「留学」、「日本人の配偶者」

等の場合は、申請できません。）申請にあたっては「外国人登録証明書等」の添付が必要になります

が、本会への提出前に在留資格を確認してください。 
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３）「⑪学歴」と「⑫博士の状況」の記載内容について 

「⑪学歴」欄に記載された学部及び修士の学歴と、「⑫博士の状況」欄の入学年月等の記載内容との

あいだに、矛盾している点がないかを確認してください。 

 「⑪学歴」「⑫博士の状況」「⑬研究・職歴等」欄が不足した場合に追加している「⑪学歴、⑫博

士の状況、⑬研究・職歴等別紙」についても同様に記載内容を確認してください。 

 

４）「⑮大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）と受入研究室との関係」について 

（ｱ） ｢大学院在学当時の所属研究室｣とは、区分制でいう、大学院博士課程在学当時の所属研究室を指

します。区分制でいう、大学院修士課程と混同されないよう、ご注意願います。 

（ｲ） 「４.同一研究室」の場合、「受入研究室選定理由書（特例処置希望者）」が添付されているか確認

してください。ただし、標準修業年限超えのためにＰＤに申請している者は不要です。 

５）「⑯出身大学院の研究指導者」について 

（ｱ） 出身大学院の研究指導者とは、区分制でいう、大学院博士課程在学当時の研究指導者を指します。

区分制でいう、大学院修士課程ではないので注意してください。 

（ｲ） 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に入力されているかを確認してください。 

 

６）「⑰現在の受入研究者」について 

 所属機関、部局、部局種別、職名が正確に記入されているかを確認してください。 

 

７）「⑱採用後の受入研究者」について 

 （ｱ）所属機関、部局、部局種別、部局正式名、職名が正確に記入されているかを確認してください。 

特に、大学の場合、部局正式名は必須項目です。採用となった場合の証明書発行時にはこちらに記

載の部局名を使用しますので、誤りや空欄でないかを確認してください。 

（ｲ）ＰＤ申請者の場合には、「⑱採用後の受入研究者」の所属機関が申請書を提出する機関になります。 

 

８）「⑲評価書作成者１」、「⑳評価書作成者２」について 

 必ず２名からの評価書が提出されているかどうか、また「⑲評価書作成者１（採用後の受入研究

者）」及び「⑳評価書作成者２」欄に記載されている者によるものかを確認してください。 

 

９）「○23希望連絡先」について 
希望連絡先は、日本国内に限ります。海外の住所となっている場合は、日本国内のものに訂正する

ようご指導願います。また、日本語で記載されていない場合にも、訂正するようご指導願います。 
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Ａ：Ｐ．１の右上隅 

  余白が生じている場合、フェルトペン等で塗りつぶしてください。 

Ｂ：版数 

  「１版」以上の版数となっているか、また「申請リスト」に記載される版数と一致しているかを確認 

してください。 

Ｃ：申請者氏名 

  指定の登録方法で登録されているか確認してください。（「電子申請システムによる申請手続の概要（申

請機関担当者用）」参照））戸籍名は機関担当者が登録し、登録名は申請者が電子申請に入力します。戸

籍名においては、誤りのないよう入力し、正しく登録されているか必ず確認してください。 

Ｄ：国籍 

  国籍が外国籍のため外国人登録証明書等の提出が必要な者の申請書には、この箇所に「外国人登録証

明書等（永住許可）を添付」という文言が印字されます。申請書に当該証明書が添付されているか、ま

た在留資格が「永住者」となっているかを確認してください。 

Ｅ：博士に係る学歴の特記事項 

  Ｅ欄が「有」となっている場合、「⑫博士の状況」欄に記載される各項目に入力された内容の間で申請

資格に係わる整合性チェックが電子申請システム上で行われておりません。各項目に入力されている内

容が相互に矛盾無く、申請資格を満たしていることを目視で確認してください。また、具体的な内容が

「12.博士の追記事項」に記載されているかを確認してください。 

更にＰＤ申請では、Ｅ欄が「有」の場合、「⑯大学院在学当時の所属研究室（出身研究室）と受入研

究室との関係」欄に入力された内容と、「⑰出身大学院の研究指導者」及び「⑲採用後の受入研究者」欄

に入力されている内容との間で、電子申請システムによる整合性チェックが行われなくなります。その

ため、「⑰出身大学院の研究指導者」と「⑲採用後の受入研究者」欄に入力されている内容から、正しい

「大学院在学当時の所属研究室と受入研究室との関係」が選択されているか、目視によるチェックが必

要となります。 
Ｆ：⑪学歴、⑫博士の状況、⑬研究・職歴等別紙 

Ｆ欄が「有」となっている場合、別紙が記載されているか確認してください。 

所定の様式の枠内１枚のみ（ＰＤは申請書Ｐ．４）で作成してあるかどうか、「⑪学歴」「⑫博士の状

況」「⑬研究・職歴等」欄に入力済の部分も含め、大学学部卒業以降の全事項を記載してあるかどうか等

を確認してください。 

詳細は「平成２７年度採用分特別研究員申請書作成要領」をご確認ください。 

Ｇ：出身研究室と受入研究室との関係 

  「受入研究室選定理由書（特例処置希望者）」の提出が必要な者（採用後の受入研究室として大学院在

学当時の所属研究室を選定した者）の申請書には、この場所に「受入研究室選定理由書を添付」という

文言が印字されます。申請書に当該書類が添付されているかを確認してください。 

Ｈ：「現在の研究指導者」等の研究者情報 

  貴機関に所属の研究者が記入されている場合、氏名や所属部局、職名等が正しく記入されているかを

確認してください。 

Ｉ：希望連絡先 

  日本国内の住所となっているか確認してください。連絡先を所属機関等にしている場合、確実に郵便

物等が届くよう研究室名等詳細な住所が記載されているかを確認してください。 
Ｊ：評価書作成者 

  申請書に添付されている２名分の「評価書」が、「⑲評価書作成者１（採用後の受入研究者）」及び「⑳

評価書作成者２」欄に記載されている者によるものかを確認してください。 
 
 
 


