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3.7. 候補者リスト・申請件数一覧（兼受入承諾書）出力（外国人特別研

究員、外国人招へい研究者、論文博士号取得希望者に対する支援事業） 

外国人特別研究員、外国人招へい研究者、論文博士号取得希望者に対する支援事業について、

日本学術振興会へ申請書を提出するために、申請書のとりまとめを行い、候補者リストを確

定して申請書情報を日本学術振興会に提出（送信）します。 

「学振受付期限」の３日前までに候補者リスト確定処理を行っていない場合、日本学術振

興会から確定処理の確認がメールで通知されます。必ず「学振受付期限」までに、候補者リ

スト確定処理を行ってください。候補者リスト確定を行うと、日本学術振興会から申請書情

報の到達がメールで通知されます。 

 

3.7.1 候補者リストの確定 

① 「所属機関担当者向けメニュー」画面で、[申請書提出]をクリックし、[外国人特別研究員]、

[外国人招へい研究者]、[論文博士号取得希望者に対する支援事業]から候補者リストを確定し、

提出用候補者リスト及び申請件数一覧（兼受入承諾書）の出力を行う事業をクリックします。 
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② 「候補者リスト一覧」画面が表示されます。 

候補者リストの［表示］をクリックします。 
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③ 「候補者リスト」画面が表示されます。 

《外国人特別研究員事業、外国人招へい研究者事業の場合》 

候補者リストに表示されている申請書を確認してください。候補者リストを確定して申請書を

提出する場合には［確定］をクリックします。 

《論文博士号取得希望者に対する支援事業の場合》 

紙で提出された申請書に過不足がないか、候補者リストの版数と提出された申請書の版数が同

一か確認してください。候補者リストを確定して申請書を提出する場合には［確定］をクリッ

クします。 

 

 

  
※ 確定しないと日本学術振興会へ申請書を提出することができません。 

※ 申請情報を却下して候補者リストから外したい場合は、「3.7.2 申請情報を却下する」を参

照してください。 

※ 申請番号は連続した番号とはなりません。 
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④ 「候補者リスト確定」画面が表示されます。 

［ＯＫ］ボタンをクリックします。 

 

 
※ 候補者リストを確定すると、申請書情報を新規作成・修正・削除することができなくなり

ます。 

 
⑤ 「候補者リスト確定完了」画面が表示されます。 

［ＯＫ］をクリックすると、「候補者リスト一覧」画面に戻ります。 
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3.7.2 申請書情報の却下 

申請者から提出された申請書情報に不備があった場合、申請書情報の却下を行うには、以

下の手順に従います。 

 
① 「所属機関担当者向けメニュー」画面で、［申請書情報管理］をクリックします。 

 

 
② 「申請書情報検索」画面が表示されます。 

検索条件を入力し、［検索実行］をクリックします。 
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【検索項目】 

項目名 全角/半角 内容 

事業分類 － リストボックスから選択します。選択した事業分類と一

致するデータを検索します。（空白は全選択を表します） 

事業名 

（国・対応機関） 

－ リストボックスから選択します。選択した事業名（国・

対応機関）と一致するデータを検索します。（空白は全

選択を表します） 

年度・回数 － リストボックスから選択します。選択した年度・回数と

一致するデータを検索します。（空白は全選択を表しま

す） 

申請者名（漢字

姓名） 

全角 or 半角 漢字名が入力した文字列を含む（部分一致）データを検

索します。 

（空白は全選択を表します） 

申請者名 

（ ロ ー マ 字 姓

名） 

半角 ローマ字名が入力した文字列を含む（部分一致）データ

を検索します。（空白は全選択を表します） 

申請状況 － リストボックスから選択します。選択した申請状況と一

致するデータを検索します。（空白は全選択を表します） 

作成日 － リストボックスから FROM、TO を選択します。作成

日が指定した範囲内のデータを検索します。（空白は全

選択を表します） 

所属機関承認日 － リストボックスから FROM、TO を選択します。所属

機関承認日が指定した範囲内のデータを検索します。

（空白は全選択を表します） 

表示方式 － 選択した表示方法で、検索結果を一覧表示します。 

・「事業毎に表示」 

・「申請者毎に表示」 
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③ 「申請書情報一覧」画面が表示されます。 

却下する申請書情報の［却下］をクリックします。 

 

 【その他のボタン】 

［前ページ］ 前の「申請書情報一覧」ページに戻ります。 

［次ページ］ 次の「申請書情報一覧」ページを表示します。 

［ダウンロード］ 申請書情報の内容を表示又は保存します。 

［却下］ 申請書情報を却下します。 

 
④ 「申請書却下確認」画面が表示されます。 

内容を確認し、［ＯＫ］をクリックします。 

 

【その他のボタン】 

［キャンセル］ 却下を中止し、「申請書情報一覧」画面に戻ります。 

 



「日本学術振興会電子申請システム」国際交流事業 申請者の所属機関担当者向け操作手引 

 
42 

⑤ 申請書情報が却下され、「申請書情報一覧」画面に戻ります。 

 

 

 
※ 却下した場合、申請者は却下された旨を処理状況一覧画面から確認できますが、却下理由

は確認できません。必要に応じて理由を申請者へご連絡ください。 

※ 却下された申請書情報は、申請者が修正することにより再度所属機関に提出することもで

きます。 
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3.7.3 提出用候補者リスト出力、申請件数一覧（兼受入承諾書）出力 

 
① 「候補者リスト一覧」画面（「3.7.1 候補者リストを確定する①～②」参照。）を表示して、 

提出用候補者リストの［ダウンロード］をクリックします。 

 

  
※ 各事業の提出用候補者リストの［ダウンロード］は「3.7.1 候補者リストの確定」により、

候補者リストを確定させれば自動で表示されます。 

 

 
 

② 「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。 

［保存］をクリックします。 

 

(以降の画面は Windows 版 Internet Explorer を利用している場合のサンプルです。 

ご利用環境により、表示される画面は異なります。) 
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③ 「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

「保存する場所」と「ファイル名」を確認して、［保存］をクリックします。 

 

④ 「ダウンロードの完了」画面が表示されます。 

［ファイルを開く］をクリックして、保存したファイルを開くことができます。 

 

 
⑤ ファイルの内容が表示されます。 
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⑥ 提出対象となる事業の候補者リストを確定させ、提出用候補者リストのダウンロードが終わ

ったら、申請件数一覧（兼受入承諾書）の［ダウンロード］をクリックして、差し込み印刷の

Word ファイルをダウンロードします。 

 

 
⑦ 「ファイルのダウンロード」画面が表示されます。 

［保存］をクリックします。 

 

 

(以降の画面は Windows 版 Internet Explorer を利用している場合のサンプルです。 

ご利用環境により、表示される画面は異なります。) 
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⑧ 「名前を付けて保存」画面が表示されます。 

「保存する場所」と「ファイル名」を確認して、［保存］をクリックします。 

 

 
⑨ 「ダウンロードの完了」画面が表示されます。 

［フォルダを開く］をクリックして、保存したフォルダを開きます。 

 

 
⑩ 右クリックでファイルを選択し、「すべて展開」を選択します。 
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⑪ 展開ウィザードを使用してファイルを展開します。「次へ」を選択します。 

 
 

 

⑫ ディレクトリを指定し、「次へ」を選択します。 

 
 

 

⑬ 「完了」を選択します。 
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⑭ 展開されたフォルダを開きます。 

 

 

⑮ 展開したフォルダ内の doc ファイル開きます。 

 

 

⑯ 以下のメッセージが表示されることがあります。［はい］をクリックします。 
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⑰ 差し込み印刷の Word 文書が開きます。 

機関名や申請件数は自動表示されていますので、必要事項を記入してください。 

 

 
※ ファイルをダウンロードしなおす場合、以前ダウンロードしたディレクトリに以下のファ

イルが残っていると、正しく動作しないことがあります。必ず削除してください。 

・TEISHUTSUSHO.doc 

・TEISHUTSUSHO.csv 

・TEISHUTSUSHO_INV.doc 

・TEISHUTSUSHO_INV.csv 

・TEISHUTSUSHO_INVLONG.doc 

・TEISHUTSUSHO_INVLONG.csv 

・TEISHUTSUSHO_RONPAKU.doc 

・TEISHUTSUSHO_RONPAKU.csv 

※ 差し込み印刷についての詳細は、Word のヘルプ等を参照してください。以下に Microsoft 

Word 2003、Microsoft Word 2007 を使用した場合の印刷方法を記載します。 

 

《Microsoft Word 2003 の場合》 

 ［プリンタに差し込み］をクリックしてレコードを選択し、印刷してください。 

（差し込み印刷のツールバーは、表示(V)→ツールバー(T)→「差し込み印刷」をチェックす

れば表示されます。） 
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《Microsoft Word 2007 の場合》 

 ［差し込み文書］タブをクリックして［完了と差し込み］メニューから［文書の印刷］を

クリックしてください。 

 「プリンタに差し込み」画面にて印刷するレコードを選択し、印刷してください。 

 
 

※ 差し込み印刷時に「データファイルが見つかりません。」とのメッセージが表示される場

合は、以下の手順に従ってください。 

 
(1). 申請件数一覧（兼受入承諾書）の Word ファイルを開いた際に、文書中に挿入され

るデータファイルが見つからない場合、下記のメッセージが表示されます。 

［データファイルの検索］をクリックします。 

(以降の画面は Windows 版 Internet Explorer を利用している場合のサンプルです。 

ご利用環境により、表示される画面は異なります。) 
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(2). 「データファイルの選択」画面が表示されます。挿入するデータファイルを選択し、

［開く］をクリックします。 

 

 
(3). 「データファイル形式の確認」画面が表示された場合は、［OK］をクリックします。 

(4). 「テキストファイル接続パラメータ」画面が表示されます。［カンマ］にチェック

し、［OK］をクリックします。 
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(5). 申請件数一覧（兼受入承諾書）の内容が表示されます。 

各項目にフィールド名（<<事業名>>等）が表示されている場合は、リボンの[差し込み

文書]から[結果のプレビュー]をクリックし、データファイルの内容を表示します。 

 

 

 
⑱ ダウンロードした提出用候補者リスト（PDF ファイル）、申請件数一覧（兼受入承諾書）（Word

ファイル：必要事項を入力してください。）をそれぞれ印刷します。 

≪外国人特別研究員事業、外国人招へい研究者事業の場合≫ 

申請件数一覧（兼受入承諾書）に公印を押印のうえ、提出用候補者リストと併せて日本学術

振興会へ提出（郵送）します。 

 
≪論文博士号取得希望者に対する支援事業の場合≫ 

申請件数一覧（兼受入承諾書）に公印を押印のうえ、提出用候補者リスト及び申請書類と併

せて日本学術振興会へ提出（郵送）します。 

なお、申請書類は候補者リストに表示された順番に並べてください。 

 
提出方法詳細は、各事業の募集要項等で必ず確認してください。
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※ 提出用候補者リストの［ダウンロード］及び［申請件数一覧（兼受入承諾書）の出力］は、

候補者リストを確定しないと表示されません。「3.7.1 候補者リストの確定③～⑤」を参照し、

候補者リストを確定してください。 

 
※ 差し込み印刷の Word ファイルを開いた際、選択された CSV が文字化けした場合は、エ

ンコード方法で「Windows（既定値）」を選択ししてください。 

 

 
※ プレビューで文字化けしていないことを確認した後、[OK]をクリックしてください。 

 




