
日本比較教育学会入会申込書 （学会理事会宛） 
Application Form for Japan Comparative Education Society (JCES) Membership 

 

○入会を申し込みます。 
 

平成  年  月  日          氏名                    印 
 

I apply for JCES membership. 

        Year/Month/Day              Name       
 

                                  Signature      

    

○上記申込者を会員として推薦します。＊会則第５条により通常会員１名の推薦を受けなければならない。 
 

    平成  年  月  日           氏名                    印 
 

I (regular member) recommend the above applicant as a member of JCES.  

*According to the bylaws of the Society (Chapter 2, Article 5), the applicant is required to  

have a recommendation from an existing member.  
 

        Year/Month/Day              Name       
 

                             Signature      
 

○申込に関する要項 Application 

氏名 
Name 

タイトル Title 
（ふりがな） 

姓 Surname 
（ふりがな） 

名 First Name 
Middle Name 

Mr./ Ms./Mrs./ 
Miss/Dr.    

英語表記 English Spelling    

生年月日 Date of Birth         年(Year)       月(Month)       日(Day)   

所属機関 
Affiliation 

 職名 
Job Status 

 

会員区分 
Category 

通常会員 Regular member（  ） 学生会員 Student member（   ） 

自宅住所     〒 
Home Address  

 

TEL （    －    －    ）  FAX （    －    －    ） 
 

電子メールアドレス： 
E-mail Address 
勤務先住所 〒 
Office Address 

 

TEL （    －     －     ） (1) 直通 (2) 代表：内線（     ） 
FAX （    －     －     ） (1) 直通 (2) 代表：気付（     ） 

(1) Direct Call (2) Shared Office Phone: Extension (      ) 

 

電子メールアドレス： 
E-mail Address 

優先する連絡先 
Preferential Address 

１. 自宅 Home      ２. 勤務先 Office 

研究課題  ※３つ以内の課題をそれぞれ 10字以内のキーワードでお書きください。 

Research Topics *Please provide up to three research topics in less than 10 Japanese characters 

or 40 English characters.  
 

1. 

2. 

3. 



氏名Name          
 

主な研究業績（必要であれば別紙添付のこと）研究論文がない場合、修論（卒論）、学会発表も可。 

Major Publications / Papers (Attach additional paper if necessary.) 
If you do not have any published academic articles, you may write the title of your master ’s thesis, 

bachelor ’s thesis, and presentations at academic conferences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比較教育学に関する業績がない場合は，下欄をかならずお書きください。 

If you have no academic outcomes in comparative education, you need to fill in the next section. 

入会を希望する理由 問題関心やこれまでの経験、研究内容などをできるだけ具体的にお書きください。 

※入会希望者本人の記入に代えて、推薦人による推薦文をお書きいただいてもかまいません。この場合、入会希

望者が会員としてふさわしいと判断する理由をできるだけ具体的にお書きください。 

Reasons and purposes of your application:   
Please explain your interests, experiences, and the contents of your past research in detail. 
 ※This section may instead be filled out by a person who knows you well and would like to 
recommend you (the applicant). The recommender should provide specific reasons why they 
consider the applicant qualified to become a member of the Society. 

 

 
 

 

 

 

 

 

【確認事項】入会年度について 

(1)入会年度は原則として入会が承認された理事会の開催年度とし、納入会費はその年度の会費と
して処理されます。本会の会計年度は、（毎年）4 月 1 日にはじまり、翌年 3 月 31 日におわり
ます（会則第 22条）。 

(2)ただし、年次大会での発表申込資格は、当該大会が開催される前年度中に会員資格を有し、か
つその年度の年会費を納めている者となります。これに該当することを希望する方について
は、理事会での審査が翌年度となった場合でも、前年度の会員として承認することがあります
（このとき、納入された年会費は前年度分となります）。 

【Important Notes】Starting a membership 
(1) The membership starts, in principle, the year it is approved by the board of the Society.  

The first membership fee is considered the annual fee for the year your membership is 
approved.  The Society’s financial and accounting records begin on April 1 of the current 
year and end on March 31 of the following year (the JCES bylaws, Chapter 6, Article 22). 

(2) Please note that in order to present a paper at the annual meeting of JCES, you should be 
a member of the Society in the previous year.  If you wish to start your membership 
retroactively to meet this criteria, you may be allowed to do so even if the Society board 
meeting for the year has already passed.  In this case, your first membership fee is 
considered the annual fee for the previous year of when your membership is approved.   

   

□ 入会年度に関する上記の説明を確認しました。（確認のうえ、□に✓を入れてください。）  

I have read and confirmed the above explanations about “Starting a membership.” 

(Please confirm and check □.) 

事務局記入 受付   

 

年  月  日 

仮入会通知 

 

年  月  日 

理事会承認  

  

年   月   日 

会員区分 １．通常 

２．学生 

所属地区： １．北海道・東北 ２．関東 ３．東海・北陸 ４．近畿 

      ５．中国・四国  ６．九州 ７．海外（       ） 
 


