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申請日 (Date):     /  /   /    

      [YYYY]  [MM]  [DD]  

                        

登 録 名 [Registered name as a fellow]                  

                受入研究機関 [Host institution]    

 
 

    下記のとおり貴会特別研究員採用内定を辞退します。 

This is to notify JSPS of my refusal to accept the fellowship. 
 

 

 辞退理由 Reason for refusal *To be filled in by the fellow.  *Please select an applicable answer. 

□ 就職等のため/Employment 

機関・部局名/Name of institution and department  

職名/Title  

□研究職/Research-related job  □非研究職/Non research-related job 

□国内 In Japan  □国外/Outside Japan（国名/Country:               ） 

□常勤/Full-time  □非常勤/Part-time  □ポスドクフェロー/Other postdoctoral research fellowship 

 (□フェローシップ受給あり/Receiving a fellowship （支給者/Provider:     ） □なし/Not receiving) 

□任期なし/Tenured □任期あり/Non-tenured 

□ 留学のため/Studying overseas 

国名/Country  

機関名・身分/Institution name and position  

期間/Period  

□ 学位（博士）未取得・大学院退学のため/ Failed to obtain a PhD/ withdrawal from the university 

□ その他 Others  （具体的にご記入下さい/Please specify） 

 

  

【研究機関の事務局が確認（チェック）してください。】Filled in by host institution 

研究機関長の承認：□承認済 

受入研究者の承認：□承認済 

 

 

 

 

資格 Fellowship category  

受付番号 Application No.  

提出方法 How to submit 

this form 

受入研究機関事務局

経由でメール提出 

Send us by email via 

host institution 

特別研究員採用内定辞退届 

Notice of Refusal to Accept Fellowship 

 

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 
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【注】Notes 

 

1. 辞退する際には、事前にメールで本会（yousei2@jsps.go.jp）へ連絡のうえ、速やかに手続きをして

ください。 

Inform JSPS of your declining the fellowship by email before submitting this form via your host institution. 

 

2. 辞退理由の該当する項目にチェックを付けてください。 

Check the applicable items in the chart. 

 

3. 辞退理由は、その内容を具体的に記入してください。辞退理由が、特別研究員、もしくは海外特別

研究員採用の場合は、「就職等のため」のポスドクフェロー、フェローシップの受給ありを選択し、

支給者欄には「日本学術振興会」と記載してください。留学の場合は、「留学のため」を選択し、

留学先での身分を具体的に記入してください。 

Please specify the reason for refusal. If your reason is that you are accepting another JSPS’s fellowship, please 

check “other postdoctoral research fellowship” and fill in JSPS in the “provider” field. If your reason is to 

study overseas, please state the country and organization and your status in them. 

 

記入例（「○○大学理学部助教」「○○株式会社総合研究所研究員」「フランス・パリ大学大学院文学研

究科・大学院生」「米国・ワシントン大学医学部・ポスドクフェロー」） 

 

4. 本届の提出にあたっては、受入を予定していた申請書記載の受入研究者、及び受入研究機関の事

務担当者に内定を辞退する旨の連絡をし、受入研究者及び受入研究機関長の承認を受けてくださ

い。なお、受入研究機関長とは、大学の場合は原則として学長です。 

The procedures to decline the fellowship are to be carried out based on mutual understanding among the 

Fellow, host researcher, and host institution. Please obtain their consent in advance of processing your refusal. 

In the forms to be submitted to JSPS via the host institution, the “Head of Institution” is the president in the 

case of universities. 


