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USFJ FORM 441EJ, 20200113
THIS IS A NEW FORM
Application for Self-Development Leave / 自己啓発等休業申請書
Attach this form and substantiating documentation to Leave Application (USFJ Form 23EJ)
この様式および必要書類を休暇願（在日米軍様式23EJ）に添付すること
1. Name(Last-First) 氏名
4. Job Title, BWT & Grade 職種名、基本給表及び等級
6. Date Requested  申請年月日
2. Employee No. 従業員番号
5. Date of Hire as Permanent Employee 常用従業員として雇用された年月日
(2) International Contribution/ 国際貢献活動
Period 活動期間
7b. Leave Request  申請期間
7c. Period of Extension  延長の期間
8. Remarks  備考
9. Contribution to Operation of Duties 
10. Supervisor's Name 監督者の氏名
10a. Signature 署名
10b. Date Signed 署名日
I have confirmed contents of the study or contribution are （申請された大学等における修学又は国際貢献活動の内容は）：
Particularly contributable to efficient operation of duties （職務の能率的な運営に特に資するものである。）
Not particularly contributable to efficient operation of duties （職務の能率的な運営に特に資するものではない。）
Endorsement by Supervisor 監督者記入欄
7d. Period of Approved SDL  
既に自己啓発等休業をしている期間
　  University's Name/ 大学等の名称
　  University's Place/ 大学等の所在地
     Training (Domestic)    国内訓練
     Duration of Stay    活動国滞在
      Course and Term/ 課程と修業年限
    Course Period/ 修学の期間
　  Activity Organization 活動組織
  Country or Area  活動国・地域
    Contribution Field  活動分野
 From (YYYYMMDD)  年月日から
 From 年月日から
 From 年月日から
 From 年月日から
 From 年月日から
 From 年月日から
 To (YYYYMMDD)  年月日まで
 To 年月日まで
 To 年月日まで
 To 年月日まで
 To 年月日まで
 To 年月日まで
7. Type of Request 申請の区分
7a. Details of Self-Development Leave (SDL) 自己啓発等休業の内容
Self-Development Leave (fill items 7a and 7b) / 自己啓発等休業（7a及び7bに記入）
Extension of SDL (fill items 7a, 7c, and 7d) / 休業の延長（7a, 7c及び7dに記入）
(1) Study at University, etc./ 大学等における修学
3. Organizational Unit 部隊名
(Notes: 注)
Submit this form at least a month prior to the commencement date for the supervisor's consideration. For application, the employee must submit documents clarifying the first and last dates of Self-Development Leave and the details of the course/program at the university, etc. or international contribution activity. 
 
Supervisors shall submit a copy of this form to the Payroll Office (and HRO/CPO) with the signed Leave Application (USFJ Form 23EJ) and substantiating documents attached.
 
自己啓発等休業を始めようとする日の少なくとも１か月前までに自己啓発等休業申請書を監督者に提出してください。申請にあたっては、自己啓発等休業をしようとする期間の開始日及び終了日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の
内容を明らかにした書類を提出することになります。
 
監督者は署名済み休暇願（在日米軍様式23EJ ）および必要書類を添えて、当該申請書をペイロール事務所（及び人事課）に提出
してください。
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