
 
 
 
 
 
 
 

平成 27 年度 
日本学術振興会特別研究員 

採 用 手 続 書 類 

 

 

 

 

 
本書類を熟読の上、所定の期日までに必要書類を提出してください。 

必須提出書類の提出期限は、提出する書類の種類に応じて 3 月 2 日（月）と 4 月 9 日（木）

の２回に分かれています。それぞれの提出期限を厳守してください。 

 

※提出期限までに必要書類を提出できない場合には、 
採用されませんのでご留意ください。 

 
 
 
 
 

〔採用手続きに関する問い合わせ先〕  

日本学術振興会研究者養成課 特別研究員事業担当 

ＴＥＬ ： 03-3263-5070 ／ E-mail ： yousei2@jsps.go.jp 

受付時間 ： 月曜日～金曜日（祝日を除く。）の 9:30～12：00 および 13：00～17：00 

 

 



 

【 目 次 】 

○ 採用内定後の諸手続 ・・・ 必要書類を準備する際に、必ず熟読してください。 

 

○ 記入例 ・・・ 記入する際に、必ず参考にしてください。 

   【記入例１】 SPD/PD 用   手続書類送付チェックリスト－１ (3 月 2 日（月）必着書類) 

   【記入例２】 SPD/PD 用   手続書類送付チェックリスト－２ (4 月 9 日（木）必着書類) 

   【記入例３】 RPD 用       手続書類送付チェックリスト－１ (3 月 2 日（月）必着書類) 

   【記入例４】 RPD 用       手続書類送付チェックリスト－２ (4 月 9 日（木）必着書類) 

【記入例５】 DC2/DC1 用  手続書類送付チェックリスト－１ (3 月 2 日（月）必着書類) 

   【記入例６】 DC2/DC1 用  手続書類送付チェックリスト－２ (4 月 9 日（木）必着書類) 

   【記入例７】 採用時特別研究員受入承諾書 

   【記入例８】 平成 27 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

 

○ 書式例 ・・・ 入手した証明書に必要事項の記載漏れがないかを、提出の前に確認してください。 

   【書式例１】 学位取得証明書（SPD・PD・RPD） 

   【書式例２】 単位修得退学証明書（PD・RPD） 

   【書式例３】 在学証明書（DC のみ） 

   【書式例４】 住民票（RPD のみ） 

 

◎ 提出様式 ・・・ 本会のホームページからも、様式をダウンロードすることができます。 

（ http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_tebiki/yoshiki.html ） 

   〈採用１-１〉 SPD・PD 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-１    (3 月 2 日（月）必着)  

   〈採用１-２〉 SPD・PD 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-２    (4 月 9 日（木）必着)  

   〈採用１-３〉 RPD 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-１          (3 月 2 日（月）必着)  

   〈採用１-４〉 RPD 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-２   (4 月 9 日（木）必着)  

〈採用１-５〉 DC2・DC1 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-１    (3 月 2 日（月）必着)  

   〈採用１-６〉 DC2・DC1 用 特別研究員採用手続書類送付チェックリスト-２   (4 月 9 日（木）必着)  

   〈採用２〉  採用時特別研究員受入承諾書 

〈採用３〉  誓約書 

〈採用４〉  研究活動の公正性の確保及び適切な研究費の使用について 

   〈採用５〉 研究遂行経費に関する調書 

   〈採用６〉 平成 27 年分 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

〈採用７〉 採用時氏名等変更届 

   〈採用８〉 採用時特別研究員受入研究機関等変更願 

   〈採用９〉 採用時特別研究員受入研究者変更届（兼 受入研究者所属・職名変更届） 

   〈採用１０〉 採用時特別研究員資格変更願（ＰＤへの変更） 

   〈採用１１〉 採用時特別研究員資格変更届（ＤＣへの変更） 

   〈採用１２〉 特別研究員採用内定辞退届 

   〈採用１３〉 特別研究員採用見込証明書交付願 

〈採用１４-１〉 3 月 2 日（月）必着 書類提出用封筒 表紙 

   〈採用１４-２〉 4 月 9 日（木）必着 書類提出用封筒 表紙 

   〈採用１５〉 特別研究員採用見込証明書交付願提出用封筒 表紙 
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【「日本学術振興会特別研究員 遵守事項および諸手続の手引」（以下「手引」という）も併せてご覧ください。】 

１．採用手続について 
採用を決定するためには、特別研究員としての資格要件を満たしていることを確認する必要があり、その確

認および事務手続のために必要な書類を期日までに提出してください。 

以下、≪ＳＰＤ・ＰＤ≫≪ＲＰＤ≫≪ＤＣ２・ＤＣ１≫別に説明しますので、該当箇所を熟読の上、手続書

類を作成し、所定の方法で提出してください。 

また、【記入例】及び【書式例】には、書類の記載内容として必要な事項が具体的に説明されていますので、

書類を提出する前に、必ず確認してください。 

なお、手続書類は【３月期】３月２日（月）必着と【４月期】４月９日（木）必着の２度に分けて提出する

ことが必要です。各提出期限までに必要書類を提出できない場合には採用されません。 

 

≪連絡先等住所・振込銀行の登録について≫ 

平成２７年度採用分より、「研究奨励金の振込銀行」「採用後の連絡先住所等」の情報を電子媒体で登録

することになりました。 

つきましては、電子申請システム「研究者養成事業」の審査結果画面に、登録に必要な登録用ＵＲＬ（非

公開）・ＩＤ・パスワードを掲載していますので、各自登録期間内に入力を完了してください。 

 

※採用期間中の奨学金・他のフェローシップ等について 
採用期間中は、国内外を問わず、他のフェローシップ・奨学金の助成等を本会以外から受給する

ことはできません。（手引 P.3「８．本会以外からの資金援助」を参照）。 

日本学生支援機構等の貸与型の奨学金も受けることはできません。 

 また、外国人留学生で、日本政府（文部科学省）奨学金または日本学生支援機構の学習奨励費、母

国の奨学金等を受給することはできません。 

採用開始日以降に受給する予定であった場合は、採用開始前に辞退してください（休止や留保等も

認められません。）。 

 

※採用期間中の報酬・給与の受給について 
特別研究員の採用期間中は、アルバイト等を含め報酬・給与の支給を受けることを原則として禁

止しています（手引 P.4「９．採用期間中の報酬の受給について」を参照）。 

平成２７年１月以降、給与の支給を受けていた場合には、採用前(４月採用者の場合は平成２７年

３月３１日)までに職を辞してください（休職も認められません。）。 

 

採用内定後の諸手続 
※提出期限までに必要書類を提出できない場合には、採用されません。 
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２．≪特別研究員-ＳＰＤ・特別研究員-ＰＤ≫の手続書類 

～提出書類一覧～ 

通番 提出書類名 様式番号 記入例等 提出 対象者 

① 採用手続書類送付チェックリスト－１ 採用 1-1 【記入例１】 ３月期 全員 

② 採用手続書類送付チェックリスト－２ 採用 1-2 【記入例２】 ３月期または４月期 全員 

③ 採用時特別研究員受入承諾書 採用 2 【記入例７】 ３月期または４月期 全員 

④ 誓約書 採用 3 － ３月期 全員 

⑤ 
研究活動の公正性の確保及び適正な研究費

の使用について 
採用 4 － ３月期 全員 

⑥ 研究遂行経費に関する調書 採用 5 － ３月期 全員 

⑦ 
平成２７年分給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書 
採用 6 【記入例８】 ４月期 全員 

⑧ 

学位取得証明書 － 【書式例１】 

３月期または４月期 全員 

単位修得退学証明書 － 【書式例２】 

－ 各種変更書類 － ３月期または４月期 該当者のみ 

 

～各書類の留意事項～ 

①＜採用 1-1＞採用手続書類送付チェックリスト－1 

【３月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備してください。 
 

②＜採用 1-2＞採用手続書類送付チェックリスト－2 

【４月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。「変更手続書類（該当者のみ）」以外の全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手

続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備ください。 

【３月期】の提出をもって、【４月期】を含む全ての必要書類の提出が完了する方については、併せて

「採用手続書類送付チェックリスト－２」も提出してください。その際、「変更手続書類（該当者のみ）」

以外の全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手続書類や内容を確認してください。 
 

③＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書 

【３月期】又は【４月期】で提出してください。なお、受入研究者や資格等に変更予定があり変更書

類を【３月期】に同封しない場合は、【４月期】で提出してください。 

また、【３月期】提出時より、記載内容（受入研究機関、受入研究者（職名を除く。）、資格）に変更が

ある場合は、該当の変更書類と併せて変更内容を反映した本書類を必ず【４月期】に再提出してくださ

い。 
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④＜採用 3＞誓約書 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 
 

⑤＜採用 4＞研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 
 

⑥＜採用 5＞研究遂行経費に関する調書 

ご自身の希望により、研究奨励金のうちの３割相当額を研究遂行経費として非課税扱いにすることが

できます（ただし、研究遂行経費の支出が研究奨励金額の３割相当額以上となることが確実に見込まれ

ている場合に限ります。 手引 P.24「２．研究遂行経費」要参照）ので、この調書で希望の有無を届け

出てください。なお、提出後、同一年度内の変更はできません。 
 

⑦＜採用 6＞平成２７年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

研究奨励金支給のため必要な申告書です。税金の申告に使用しますので配偶者や扶養親族等がいない

場合も、氏名、住民登録の住所、配偶者の有無等を記入し押印の上、必ず提出してください。 

自署であっても押印が必要です。 

また、提出の際はコピーしたものを保管し、平成２７年中に申告書記載の内容に変更が生じた場合は、

手引 P.26「７．住民登録住所・扶養親族の変更」を参照し、届け出てください。 

なお、この申告書は２ヶ所以上に提出することはできません。本会以外に提出している場合は、特別

研究員の採用日の前日までに退職し、本会に申告書を必ず提出してください。特別研究員に採用後は、

本会が支給する研究奨励金が甲欄適用となるため、既に他機関へ提出している場合でも本会に提出する

必要があります。 
 

⑧博士の学位取得証明書（又は単位修得退学証明書） 

いずれか該当するものを、【３月期】又は【４月期】で提出してください。 

機関（大学）発行の証明書は、本会が求める必要事項が不足している場合があるため、【書式例１】又

は【書式例２】を必ず確認してください。 

なお、既に単位修得退学し、４月１日までに学位取得予定の方は、【４月期】で学位取得証明書のみを

送付してください。 
 

＊「博士の学位取得証明書」（【書式例１】を参照） 

資格要件である博士の学位を取得していることを証明するために必要です。名称は「学位授与

証明書」「修了証明書」等でもかまいません。 
 

＊「単位修得退学証明書」（【書式例２】を参照） 

我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成２７年

３月３１日までに所定の単位を修得の上退学した方のみ、博士の学位取得証明書に代えて提出で

きます。 
 

博士の学位取得に関して、募集要項に記載の「学位取得日が平成２７年４月２日以降となる場合であ

っても、平成２７年４月１日までに博士の学位を授与することが決定している旨、学位を授与する大学

が証明した文書を指定の期日までに提出することにより、学位取得証明書の提出は学位取得証明書が交

付されるまで猶予されます。」の取扱いを希望する場合は、事前に本会へ問い合わせの上、了承を得てく

ださい。 

上記の取扱いが認められる場合であっても、「平成２７年４月１日までに博士の学位を授与することが

決定している」という旨の証明書を【４月期】までに提出することが必要です。 

なお、「学位審査が終了している」という旨の証明書は、この取扱いに該当しません。 
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３．≪特別研究員-ＲＰＤ≫の手続書類 

～提出書類一覧～ 

通番 提出書類名 様式番号 記入例等 提出 対象者 

① 採用手続書類送付チェックリスト－１ 採用 1-3 【記入例３】 ３月期 全員 

② 採用手続書類送付チェックリスト－２ 採用 1-4 【記入例４】 ３月期または４月期 全員 

③ 採用時特別研究員受入承諾書 採用 2 【記入例７】 ３月期または４月期 全員 

④ 誓約書 採用 3 － ３月期 全員 

⑤ 
研究活動の公正性の確保及び適正な研究費

の使用について 
採用 4 － ３月期 全員 

⑥ 研究遂行経費に関する調書 採用 5 － ３月期 全員 

⑦ 
平成２７年分給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書 
採用 6 【記入例８】 ４月期 全員 

⑧ 
学位取得証明書 － 【書式例１】 ３月期または４月期 全員 

単位修得退学証明書 － 【書式例２】 ３月期または４月期 全員 

⑨ 住民票（原本） － 【書式例４】 ３月期 全員 

－ 各種変更書類 － ３月期または４月期 該当者のみ 
 
～各書類の留意事項～ 

①＜採用 1-3＞採用手続書類送付チェックリスト－１ 

【３月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備してください。 
 

②＜採用 1-4＞採用手続書類送付チェックリスト－２ 

【４月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。「変更手続書類（該当者のみ）」以外の全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手

続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備してください。 

【３月期】の提出をもって、【４月期】を含む全ての該当書類の提出が完了する方については、併せて

「採用手続書類送付チェックリスト－２」も提出してください。その際、「変更手続書類（該当者のみ）」

以外の全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手続書類や内容を確認してください。 
 

③＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書 

【３月期】又は【４月期】で提出してください。なお、受入研究者等に変更予定があり変更書類を【３

月期】に同封しない場合は、【４月期】で提出してください。 

また、【３月期】提出時より、記載内容（受入研究機関、受入研究者（職名を除く。））に変更がある場

合は、該当の変更書類と併せて変更内容を反映した本書類を必ず【４月期】に再提出してください。 
 

④＜採用 3＞誓約書 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 
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⑤＜採用 4＞研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 
 

⑥＜採用 5＞研究遂行経費に関する調書 

ご自身の希望により、研究奨励金のうちの３割相当額を研究遂行経費として非課税扱いにすることが

できます（ただし、研究遂行経費の支出が研究奨励金額の３割相当額以上となることが確実に見込まれ

ている場合に限ります。 手引 P.24「２．研究遂行経費」要参照）ので、この調書で希望の有無を届け

出てください。なお、提出後、同一年度内の変更はできません。 
 

⑦＜採用 6＞平成２７年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

研究奨励金支給のため必要な申告書です。税金の申告に使用しますので配偶者や扶養親族等がいない

場合も、氏名、住民登録の住所、配偶者の有無等を記入し押印の上、必ず提出してください。 

自署であっても押印が必要です。 

また、提出の際はコピーしたものを保管し、平成２７年中に申告書記載の内容に変更が生じた場合は、

手引 P.26「７．住民登録住所・扶養親族の変更」を参照し、届け出てください。 

なお、この申告書は２ヶ所以上に提出することはできません。本会以外に提出している場合は、特別

研究員の採用日の前日までに退職し、本会に申告書を必ず提出してください。特別研究員に採用後は、

本会が支給する研究奨励金が甲欄適用となるため、既に他機関へ提出した場合でも提出する必要があり

ます。 
 

⑧博士の学位取得証明書（又は単位修得退学証明書） 

いずれか該当するものを、【３月期】又は【４月期】で提出してください。 

機関（大学）発行の証明書は、本会が求める必要事項が不足している場合があるため、【書式例１】又

は【書式例２】を必ず確認してください。 

なお、既に単位修得退学し４月１日までに学位取得予定の方は、【４月期】で学位取得証明書のみを送

付してください。 
 

＊「博士の学位取得証明書」（【書式例１】を参照） 

資格要件である博士の学位を取得していることを証明するために必要です。名称は「学位授与

証明書」「修了証明書」等でも構いません。 
 

＊「単位修得退学証明書」（【書式例２】を参照） 

我が国の人文学又は社会科学の分野の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、平成２７年

３月３１日までに所定の単位を修得の上退学した方のみ、博士の学位取得証明書に代えて提出で

きます。 
 

博士の学位取得に関して、募集要項に記載の「学位取得日が平成２７年４月２日以降となる場合であ

っても、平成２７年４月１日までに博士の学位を授与することが決定している旨、学位を授与する大学

が証明した文書を指定の期日までに提出することにより、学位取得証明書の提出は学位取得証明書が交

付されるまで猶予されます。」の取扱いを希望する場合は、事前に本会へ問い合わせの上、了承を得てく

ださい。 

上記の取扱いが認められる場合であっても、「平成２７年４月１日までに博士の学位を授与することが

決定している」という旨の証明書を【４月期】までに提出することが必要です。 

なお、「学位審査が終了している」という旨の証明書は、この取扱いに該当しません。 
 

⑨住民票（原本） 

出産・育児の事実を確認するために必要となります。必要事項が記載されているものを提出してくだ

さい。他の証明書による代用を希望される方は、本会へ事前にご相談ください。 
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４．≪特別研究員-ＤＣ２・特別研究員-ＤＣ１≫の手続書類 

～提出書類一覧～ 
 

通番 提出書類名 様式番号 記入例等 提出 対象者 

① 採用手続書類送付チェックリスト－１ 採用 1-5 【記入例５】 ３月期 全員 

② 採用手続書類送付チェックリスト－２ 採用 1-6 【記入例６】 ４月期 全員 

③ 採用時特別研究員受入承諾書 採用 2 【記入例７】 ３月期または４月期 全員 

④ 誓約書 採用 3 － ３月期 全員 

⑤ 
研究活動の公正性の確保及び適正な研究費

の使用について 
採用 4 － ３月期 全員 

⑥ 研究遂行経費に関する調書 採用 5 － ３月期 全員 

⑦ 
平成２７年分給与所得者の扶養控除等

（異動）申告書 
採用 6 【記入例８】 ４月期 全員 

⑧ 

在学証明書 － 【書式例３】 ４月期 全員 

休学証明書 － － ４月期 該当者のみ 

－ 各種変更書類  ３月期または４月期 該当者のみ 

 

～各書類の留意事項～ 

①＜採用 1-5＞採用手続書類送付チェックリスト－１ 

【３月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備してください。 

 

②＜採用 1-6＞採用手続書類送付チェックリスト－２ 

【４月期】の手続書類を送付する際、誤りがないか、ご自身で確認していただくためのチェックリス

トです。「変更手続書類（該当者のみ）」以外の全ての項目について、該当する□にチェックを入れ、手

続書類や内容を確認してください。 

本会でも、提出物の確認に使用するため、必ず提出してください。 

なお、チェックがない場合は、書類不備で受け付けられませんので、内容を必ず確認して必要書類を

準備してください。 

 

③＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書 

【３月期】又は【４月期】で提出してください。なお、受入研究者や資格等に変更予定があり変更書

類を【３月期】の提出に同封しない場合は、【４月期】で提出してください。 

また、【３月期】提出時より、記載内容（受入研究機関、受入研究者（職名を除く。）、資格）に変更が

ある場合は、該当の変更書類と併せて変更内容を反映した本書類を必ず【４月期】に再提出してくださ

い。 
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④＜採用 3＞誓約書 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 

 

⑤＜採用 4＞研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について 

表面・裏面とも内容を確認し理解した上で署名してください。 

 

⑥＜採用 5＞研究遂行経費に関する調書 

ご自身の希望により、研究奨励金のうちの３割相当額を研究遂行経費として非課税扱いにすることが

できます（ただし、研究遂行経費の支出が研究奨励金額の３割相当額以上となることが確実に見込まれ

ている場合に限ります。 手引 P.24 「２．研究遂行経費」要参照）ので、この調書で希望の有無を届

け出てください。なお、提出後、同一年度内の変更はできません。 

 

⑦＜採用 6＞平成２７年分給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

研究奨励金支給のため必要な申告書です。税金の申告に使用しますので配偶者や扶養親族等がいない

場合も、氏名、住民登録の住所、配偶者の有無等を記入し押印の上、必ず提出してください。 

自署であっても押印が必要です。 

また、提出の際はコピーしたものを保管し、平成２７年中に申告書記載の内容に変更が生じた場合は、

手引 P.26「７．住民登録住所・扶養親族の変更」を参照し、届け出てください。 

なお、この申告書は２ヶ所以上に提出することはできません。本会以外に提出している場合は、特別

研究員の採用日の前日までに退職し、本会に申告書を必ず提出してください。特別研究員に採用後は、

本会が支給する研究奨励金が甲欄適用となるため、既に他機関へ提出した場合でも提出する必要があり

ます。 

 

⑧在学証明書および休学証明書 

特別研究員-ＤＣは、「採用時に我が国の大学院博士課程の所定の年次に在学している」ことが必要で

す。その確認のために、在学証明書を提出していただきます。 

必ず【書式例３】で必要事項を確認してください。発行される証明書が必要事項を含んでいない場合

には、事務の方に手動で証明書を発行してもらうか、発行済の証明書に加筆・捺印（公印）してもらっ

てください。 

また、平成２７年４月１日以降に発行した証明書でしか資格確認ができませんので、平成２７年３月

３１日以前に発行した在学証明書は書類不備で受け付けられません。 

なお、博士課程において休学期間がある場合は、必ず休学証明書も提出してください。ただし、在学

証明書に休学期間が記載されていれば、必要ありません。 
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５．採用開始前の各種変更手続について 

採用開始日までに下記の変更事項がある場合は、必ず、メールにて事前に連絡の上、変更手続書類を提出し

てください。（メールの件名・記載する事項については、P.10 ≪各種変更手続の事前連絡方法≫参照） 
 

（１）登録名・戸籍名・氏名のローマ字表記の変更を希望する場合 

申請時から上記各氏名を変更したい場合、「＜採用 7＞採用時氏名等変更届」（戸籍名の変更について

は、戸籍抄本を添付）を提出してください。 

登録名は特別研究員として本会で取り扱う際に使用する氏名で、旧姓や通称名等を使用することも可

能です。また、複数の氏名を登録することはできません。なお、通称名（旧姓等）を登録することによ

る不利益・不都合等について、本会は一切責任を負いませんのでご注意ください。 

戸籍名については、外国人の方の場合は「在留カード」など、日本に在留・永住を許可されているこ

とを証明する書類に記載されている氏名としてください。申請時より戸籍名に変更が生じた場合は、必

ず届け出てください。 

ローマ字表記については、英文証明書発行時等に使用しますので、パスポートとの整合性に注意して

ください。 

なお、募集要項に記載されているとおり、特別研究員に採用された者は、登録名が公表されます。 

 

（２）受入研究機関の変更を希望する場合 

申請書記載の受入研究機関から「＜採用 8＞採用時特別研究員受入研究機関等変更願」を、新しく変

更した受入研究機関から「＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書」をそれぞれ作成し、提出してくだ

さい。 

なお、採用開始後、受入研究機関の変更を希望する場合の手続きについては手引 P.9「４．受入研究

機関の変更について」を参照してください。 
 

【特別研究員-SPD、PD、RPD の場合】 

申請時に申請書に記載した受入研究機関を、採用当初から変更することは原則としてできません。 

ただし、採用時に受入研究者が異動し、それに伴い、その異動先へ受入研究機関を変更する場合には、

認めることがありますので、本会と事前に相談の上、変更手続きを行ってください。 

 

（３）受入研究者を変更する場合 

「＜採用 9＞採用時特別研究員受入研究者変更届」と、新しく変更した受入研究者による「＜採用 2＞

採用時特別研究員受入承諾書」をそれぞれ作成し、提出してください。 

※採用開始時点において、受入研究者が同一機関内で部局等の異動があり、所属が変わった場合や職名が

変わった場合にも、「＜採用 9＞採用時特別研究員受入研究者変更届」を提出してください。（受入研究

者の職名のみ変わった場合には、研究機関長の職・氏名・職印欄の記入を省略することができます。

また、この場合は「＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書」の提出は不要です。） 
 

【特別研究員-SPD、PD、RPD の場合】 

申請時に申請書に記載した受入研究者を採用当初から変更することは原則としてできません。ただし、

採用時に受入研究者が異動する等、やむを得ない場合には、認めることがありますので、本会と事前に

相談の上、変更手続きを行ってください。 
 

【特別研究員-DC2、DC1の場合】 

特別研究員-ＤＣの場合は、大学院学籍上の正式な指導教員が受入研究者となります。特に研究指導の

委託を行っている場合においても、受入研究者は委託先の教員ではなく本籍の大学院における正式な指

導教員となりますので、ご留意ください。 

なお、特別研究員-ＤＣ１に採用内定された者で、申請書の採用後の受入研究者を「未定」としていた
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場合には、「＜採用 9＞採用時特別研究員受入研究者変更届」に決定後の受入研究者を記入して提出して

ください。その際、決定した受入研究者による「＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書」を併せて提

出してください。 

 

（４）資格が変更となる場合の手続き 

※資格変更については、手引 P.10「６．採用後の学位取得等による資格の変更」も併せて参照してください。 
 

①採用時までに博士の学位を取得（又は単位修得退学）できなかった場合 

特別研究員-ＳＰＤ・特別研究員-ＰＤとして採用内定された者が採用時までに博士の学位を取得しな

かった場合は、我が国の大学院に引き続き在学する間、特別研究員-ＤＣ２に資格を変更し、特別研究員

-ＤＣ２相当額の研究奨励金を支給し、採用期間を２年とします。この場合、以後、特別研究員-ＤＣと

して取り扱いますので、特別研究員-ＤＣとして、各提出書類を作成してください。 

該当する場合は、「＜採用 11＞採用時特別研究員資格変更届（ＤＣへの変更）」および、資格・採用期

間等の変更内容を反映した「＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書」を提出してください。 

過去に特別研究員-ＤＣとして採用されていた者が、特別研究員-ＰＤに再申請（手引 P.28「Ⅴ 特別

研究員-ＰＤへの再申請」参照）し、採用内定された場合で、３月末までに学位未取得の場合は採用の資

格がありませんので「７．採用内定を辞退する場合」に従って、採用内定辞退の手続をとってください。 

なお、この資格変更により特別研究員－ＤＣ２として採用された者が、その採用期間中に特別研究員

－ＰＤの資格を満たした場合は、特別研究員－ＰＤに資格変更し、採用期間の残期間を１年間延長しま

す。特別研究員－ＳＰＤに内定していた者についても資格変更後の資格は特別研究員－ＰＤとなります。 
 

②採用時までに博士の学位を取得（又は単位修得退学）した場合 

特別研究員-ＤＣとして採用内定された者が採用時までに博士の学位を取得（単位修得退学※1を含む。）

した場合は、特別研究員-ＰＤに資格を変更※2しますが、研究奨励金の額は変更ありません。 

採用期間は、当初ＤＣとして採用内定されていた期間から変更ありません。 

国籍は問いませんので、在留資格を満たす場合は、外国人留学生の方も資格変更することは可能です。 

それ以外の処遇（研究費の受給等）については、特別研究員-ＰＤと同様です。 
※1 （単位修得退学で資格変更できるのは、人文学又は社会科学の分野の方のみです。） 
※2 （申請時に記載された在学予定の大学院以外の博士の学位を以て特別研究員-ＰＤに資格変更す

る事はできません。） 

該当する場合は、「＜採用 10＞採用時特別研究員資格変更願（ＰＤへの変更）」およびＰＤとして新た

に作成した「＜採用 2＞採用時特別研究員受入承諾書」を提出してください。 

また、新規に特別研究員-ＰＤとして採用するものとは異なりますので、所属研究室を変更する必要は

ありません。なお、申請時から受入研究機関の変更を希望する場合は、「（２）受入研究機関の変更を希

望する場合」の項を併せて参照してください。 
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≪各種変更手続の事前連絡方法≫ 

・ 氏名等変更を除き、変更手続は、事前連絡後、本会の承認を得てから変更手続書類を提出してください。 

・ 下記の     内のフォーマットに従って必要事項をメールにて、本会連絡先にお知らせください。 

・ 電話等ではなく、必ずメールにて連絡してください。 
 

【連絡先】日本学術振興会 研究者養成課 特別研究員事業担当   E-mail: yousei2@jsps.go.jp  
 

    □ １．＜採用７＞採用時氏名等変更届を提出する場合 

        件名：採用時氏名等変更 事前連絡（採用資格・領域・受付番号） 

        本文： -------------------------------------------- 

                          ①採用年度、採用資格、領域、受付番号 

                          ②変更のある氏名の種類・申請書記載の氏名・フリガナ 

                          ③変更後の新氏名・フリガナ 

            -------------------------------------------- 

 

    □ ２．＜採用８＞採用時特別研究員受入研究機関等変更願を提出する場合 

        件名：採用時受入研究機関変更 事前連絡（採用資格・領域・受付番号） 

        本文： ------------------------------------------------------------------- 

                          ①採用年度、採用資格、領域、受付番号、氏名 

                          ②申請書記載の旧受入研究機関および旧受入研究者（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・部局・職名） 

                          ③変更後の新受入研究機関および新受入研究者（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・部局・職名） 

                          ④変更の理由 

            -------------------------------------------------------------------- 

 

    □ ３．＜採用９＞採用時特別研究員受入研究者変更届を提出する場合 

        件名：採用時受入研究者変更 事前連絡（採用資格・領域・受付番号） 

        本文： ----------------------------------------------- 

                          ①採用年度、採用資格、領域、受付番号、氏名 

                          ②申請書記載の旧受入研究者（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・部局・職名） 

                          ③変更後の新受入研究者（氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ・部局・職名） 

                          ④変更の理由 

            ----------------------------------------------- 

 

    □ ４．＜採用１０＞採用時特別研究員資格変更願（ＰＤへの変更）を提出する場合 

        件名：採用時資格変更（ＰＤへ） 事前連絡（採用資格・領域・受付番号） 

        本文： -------------------------------------------- 

                          ①採用年度、申請時資格、領域、受付番号、氏名 

                          ②博士の学位取得（または満期退学）の年月日 

                          ③学位の名称、取得大学名 

            -------------------------------------------- 

 

    □ ５．＜採用１１＞採用時特別研究員資格変更届（ＤＣへの変更）を提出する場合 

        件名：採用時資格変更（ＤＣへ） 事前連絡（採用資格・領域・受付番号） 

        本文： -------------------------------------------- 

                          ①採用年度、ＰＤ、領域、受付番号、氏名 

            -------------------------------------------- 
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６．振込銀行・住所の変更を希望する場合（メールでの事前連絡不要） 
期間内に電子媒体にて登録した「振込銀行」「連絡先住所等」について、登録期間終了後に内容を変更したい

場合は、手引 P.8「２．（１）振込銀行、住所等の変更について」を参照してください。 

 

７．採用内定を辞退する場合 

就職等により、採用内定を辞退する場合は、申請書記載の採用後の受入研究者および受入研究機関の担当者、

申請機関の担当者に連絡の上、申請書記載の採用後の受入研究者および受入研究機関長の承認を得た「＜採用

12＞採用内定辞退届」を提出してください。 

なお、採用内定を辞退する場合、次年度以降、申請資格を満たせば、再度申請することが可能です。 

 

８．証明書 
特別研究員として採用されたことを証する「特別研究員採用証明書」は、採用決定後（採用月下旬予定）で

なければ発行できません。（採用決定後の請求手続については、手引 P.20「１８．諸証明」参照） 

採用決定前に証明書が必要な場合は「特別研究員採用見込証明書」を発行します。発行を希望する場合には、

「＜採用 13＞特別研究員採用見込証明書交付願」により申請してください。 
 
※提出先の指定によっては見込証明書では受理されないことがありますので、自身で確認の上、証明書交付申

請を行ってください。 

 

９．よくある質問 
設問１ 「研究遂行経費」とは何か。 

答   研究奨励金のうち、生活に係わる経費ではなく、研究課題および研究計画を遂行するために要する経

費のことを「研究遂行経費」といいます。詳細については、手引 P.24「２．研究遂行経費」を参照し

てください。不明な点については、担当（℡03-3263-4998）までお問い合わせください。 

 

設問２ 特別研究員-ＳＰＤ・特別研究員-ＰＤ・特別研究員-ＲＰＤの新規採用者がすでに他の研究費を受給し

ている場合、受給を辞めないといけないか。 

答   特別研究員-ＳＰＤ・特別研究員-ＰＤ・特別研究員-ＲＰＤに新規に採用される者で、すでに受給して

いる研究費がある場合、手引 P.18 「１４．研究費の受給」（１）①～④の事項を全て満たせば引き続

き受給可能です。 

引き続き研究費を受給する場合には、手引にある「＜様式 15＞特別研究員研究費受給届」に必要事項

を記入し、特別研究員採用開始日より１ヶ月以内に受入研究機関の事務局を経由し本会まで提出して

ください。不明な点については、担当（℡03-3263-4998）までお問い合わせください。 

 

設問３ 「学位取得証明書」は学位取得見込証明書ではだめか。 

答   不可です。学位取得後に発行された証明書を送付してください。 

 

設問４ 「在学証明書」が期限内に出せそうにない。 

答   資格確認に必須の書類のため、例年、各大学の証明書発行担当の方に協力いただいております。でき

る限り期限内に提出できるよう事前に、大学の証明書発行担当へ相談してください。 

 

設問５  受入研究者が異動又は退職した。 

答   事前に本会へメールにて連絡のうえ、「＜採用 9＞採用時特別研究員受入研究者変更届」（異動又は退

職に伴い受入研究機関を変更する場合は「＜採用 8＞採用時特別研究員受入研究機関等変更願」）を提

出する必要があります。P.8「５．採用開始前の各種変更手続について(２)(３)」を参照してくださ

い。 
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設問６  ＳＰＤ又はＰＤで採用内定を受けたが、３月末までに博士の学位が取得できない。 

答   我が国の大学院に引き続き在学する間は、特別研究員-ＤＣ２に資格を変更し採用することが可能で

す。詳細については、P.9 「５．採用開始前の各種変更手続について(４)①」を参照してください。 

 

設問７ ＤＣ２で採用内定を受けたが、３月末までに博士の学位が取得できる。 

答  特別研究員-ＰＤに資格を変更し採用することが可能です。詳細については、P.9「５．採用開始前の

各種変更手続について(４)②」を参照してください。 

 

設問８ 研究課題・研究計画を変更したい。 

答   原則として変更することはできません。 

 

設問９  書類を持参してもよいか。 

答   持参による提出も受け付けます。月曜日から金曜日（祝日を除く。）の午前９時３０分から正午、午

後１時から５時の間に、ご持参ください。 

 

設問 10  提出した書類を差し替えたい。 

答   できる限り差し替えのないように、注意して提出してください。どうしても差し替えたい場合は、事

前に電話連絡の上、書類の右上に鉛筆で「差替書類」と記載し、角形２号の封筒に入れ、表面に＜採

用 14-1＞又は＜採用 14-2＞を貼付し、朱書きで「差替書類○○在中」と加筆して、提出してくださ

い。 

 

設問 11 書類を一部提出し忘れた。 

答  事前に電話連絡の上、書類を角形２号の封筒に入れ、表面に＜採用 14-1＞又は＜採用 14-2＞を 

 貼付し、朱書きで「未提出書類○○在中」と加筆して、提出してください。 

 

設問 12 採用決定通知はいつ頃届くのか。 

答  例年、４月下旬から５月上旬までに採用決定通知を受入研究機関宛に発送します。 

 

設問 13 証明書を発行して欲しい。 

答   採用決定前に証明書が必要な場合は、「特別研究員採用見込証明書」を発行することができます。手

続等の詳細については、P.11「８．証明書」を参照してください。 

 

設問 14 ４月分の奨励金が振り込まれない。 

答   例年、４月分は５月分と合わせて５月に支給します。奨励金の振り込みに関して質問がある場合は、

担当（℡03-3263-4998）までお問い合わせください。 
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＜書類提出上の注意点＞ 

 

・修正液・修正テープ等は使用不可です。誤記した際には、HP より改めてダウンロードして作成するか、

二重線で消し、訂正印を押してください。 
 

  ・提出書類の送付にあたっては、下記の手順で送付してください。 

①全提出書類のコピーをとり、自身の控えとして手元に保管 

②遺漏がないか必ず封入物をチェックリストで確認 

③＜採用１４＞のうち、該当の表紙を角形２号封筒に貼付 

④必要分の切手を貼付して送付 

※料金不足等の場合には受領しません。それに伴い返送された場合でも期限は厳守とし、 

提出期限内に必要書類が到着しなかった場合には採用されませんのでご留意ください。 

特定記録郵便等、書類が本会へ到着したことが確認できる提出方法を推奨します。 

 

  ・SPD・PD・RPD で、３月提出時に４月必着分を含む全ての書類の提出が完了する場合には、該当箇所

にチェックした「チェックリスト-２」も必ず同封してください。 

※採用資格確認として各事項に対する該当の有無の確認をするため、「チェックリスト-２」は必須提出書

類です。全項目を確認の上、該当の有無をチェックしてください。 

 

・採用見込証明書交付願を提出する場合、 

① <採用１３>特別研究員採用見込証明書交付願 

② 返信用封筒（正確に宛名を記入し、必要分の切手を貼ってください。） 

の上記２点を併せて角形２号の封筒入れ、表面に<採用１５>の表紙および送付に必要な分の切手を貼

付し、採用手続書類には同封せず別便にて提出してください。 

なお、返送料金は、封筒・証明書の希望枚数によって変わりますので、必ずご自身で郵便局にて確認し

てください。料金不足の場合は返送できません。 

 

  ・採用手続きに関係しない届出等は同封せずに別便にて提出してください。 
 

・送付状や質問書等の手紙は封入しないでください。ご質問等がある場合には、必ず本書類や遵守事項

および諸手続の手引きを確認のうえ、電話またはメールにてお問い合わせください。 
 

  ・提出書類の到着に関する個別の問い合わせには応じられません。 


