異文化コミュニケーション学会入会フォーム
SIETAR JAPAN Membership Application Form

これらの個人情報は、入会手続き、学会誌の発送、選挙などの学会行事に関するご案内
の発送、会員名簿の作成に利用されます。
SIETAR JAPAN will confine the use of personal information to application
procedures, delivery of journals, newsletters and information, and the
production of member directories.

（ ） New 新規入会
(Year/Month/Day)

記入日 Date: ______/

/

入会年度 Entry Year：20
＊年度は4/1 から翌年3/31 です。New fiscal year starts April 1.
会員区分 Membership Status：
（ ） 一般 Regular （ ） 学生 Student （ ） 海外 Overseas
（ ） 法人Corporate （ ） シルバー Silver
氏名(ローマ字)/ Name:
（ ）Mr.（ ）Ms. First Middle Last
氏名（漢字）

（該当者のみ）

国籍 Nationality：
自宅住所 Home address:
〒
Phone:
E-mail:

FAX: ___________________

所属 Affiliation:
部署･学部･役職 Department/Section:

所属先住所 Office address:
〒
Phone: _______________内線 Extension（
E-mail: ＿＿＿＿＿＿＿ URL:

）

FAX:

郵便物送付先 SIETAR snail mail to: （ ）Home （ ）Office
Eメールあて先 SIETAR E-mail to : （ ）Home （ ）Office
注 Note：月例会などのご案内は、メーリングリストでお送りします。受け取
り用E メールアドレスをmembers@sietar-japan.org に直接送ってください。
We will send information using the SIETAR Japan E-mail List. Send your
e-mail address for the program and event announcements directly to:
members@sietar-japan.org
以下のうち会員名簿上での公開を希望しない項目は、（ ）に×を記入して
下さい。Please check the information items you DO NOT want to be
disclosed in the directory.
( )自宅住所Home Address
( ) 自宅電話／ファクスHome Phone/FAX
( )自宅EメールHome E-mail
( )所属先および住所Affiliation & Address
( )所属先電話／ファクスAffiliation TEL/FAX
( ) 所属先EメールAffiliation E-mail
関心領域 Fields of interest:
下から5つまで選んで番号をお書きください。Please choose up to five
items from the list below and write down the NUMBERS ONLY.
Fields of interest 関心領域
1. Area Studies 地域研究
2. Business ビジネス
3. Coaching (Personal or Executive) コーチング
4. Consulting コンサルティング
5. Counseling カウンセリング
6. Diversity Management 多様性マネジメント
7. Government 政府

8. Health Services 医療サービス
9. Human Resources Development 人材開発
10. Intercultural Communication 異文化コミュニケーション
11. Intercultural Education 異文化教育
12. Intercultural Training 異文化トレーニング
13. Intergroup Communication グループ間コミュニケーション
14. International Communication 国際コミュニケーション
15. International Exchange 国際交流
16. International Management 国際経営
17. Intrapersonal Communication 個人内コミュニケーション
18. Interpersonal Communication 対人コミュニケーション
19. Language 言語
20. Mass Communication マスコミュニケーション
21. Migration/Minorities 移民・少数民族
22. NGO & ODA 非政府組織・政府開発援助
23. Negotiation/Trade 交渉・貿易
24. Non Verbal Communication 非言語コミュニケーション
25. Organizational Communication 組織コミュニケーション
26. Organizational Development 組織開発
27. Psychology 心理学
28. Research Methods 調査方法
29. Social Services 社会福祉
30. Others (Please specify) その他

本入会フォームを以下までEメールでお送りください。Please send this form by
email to:
SIETAR JAPAN office at members@sietar-japan.org
Thank you for your cooperation.
事務局使用欄 入会日： 年 月 日 振込日： 年 月 日 振込額： 会員番号

