
一般社団法人 情報処理学会     入会申込書（学生会員） 

※は必須項目です。数字が付いている項目は選択項目です。＊1～5 は別紙を参照。     年   月   日 
会員種別  ②．学生会員 

 
氏名※ 

 
漢字*1 

姓 名 

  

カタカナ   
ローマ字   

性別および生年月日 １．男   ２．女 生年月日(西暦)※： 
国籍  
通信区分（発送先の指定）※*2 １．自宅  ２．勤務先    ｸﾞﾙｰﾌﾟｺｰﾄﾞ[6 桁]*3： 

自宅 

住所 
（アパート・マンション

名、室番号等も） 

（〒   －    ） 
 
 

E-mail※*4 
TEL  
FAX  

実家住所※ （〒   －    ） 
 

在学校 
 
（社会人学

生は勤務先

でも可） 

住所 
（ビル名、階数等もご記入

ください） 

（〒   －    ） 
 
 
 

学校名称※  
 

学校名称カナ※  
所属 
（学部学科研究室名） 

 
 

役職  
E-mail※*4  
TEL （内線      ）

FAX  
職種※*5 [4 桁：別紙のコード表 1 から選んでください]

業種※*5 [4 桁：別紙のコード表 2 から選んでください]

終 
学歴 
予定 
※ 

学校名※  
学科  
課程 １．学士  ２．修士  ３．博士  ４．博士前期  ５．博士後期  ６．その他 

卒業予定年月※ 
（yyyy/mm） 

 
[この予定年月が過ぎると自動で正会員に昇格します]

博士号 
名称  
取得年 (yyyy)  

専門分野※*5 [4 桁：別紙のコード表 3 から選んでください]

会誌 開始月(yyyy/mm) [会費¥4,800：配布開始月から当年度会費を充当します]

論文誌 
ジャーナル 

購読希望 １．購読を希望する         [別途購読費¥5,250（年額）が必要です]

研

究

会 

無料登録する研究会の名称

または略称 [1 つ無料です。2 つ目から登録費が有料となります]

その研究会に希望すること 

支払方法※ 

１．銀行口座自動振替「預金口座振替依頼書」を同封します） 
２．請求書が到着次第振込ます 
３．見積・納品・請求書が到着次第振り込みます 
４．請求書は不要ですので、すぐに振り込みます 

入会の主な動機※*5 [4 桁：次ページのコード表 4 から選んでください]

紹介者氏名および会員番号                   （会員番号：             ）

連絡事項 
 
 
 

～～～事務局記入欄～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
受  付 入  金 会員 No. 

   



 

別紙）＊の項目について 

 
*1.氏名漢字：日本国籍でない方で漢字が無い場合は、郵便物が届く範囲でカタカナやアルファベットでご記入ください。 

また、会員システムの都合上使用できない漢字の場合には、他の表記でお願いすることがあります。 

*2.通信区分：機関誌や請求書等全ての送付物を送る先です。ここで指定した住所は必ずご記入ください。 

*3.グループコード：勤務先の担当者宛に一括で機関誌、会費請求を送付しているグループに入会と同時に加入される方のみご記入くだ

さい。グループに加入した場合、機関誌は勤務先グループへの一括送付となり、その他の送付物は本人宛となります。 

*4.E-mail：自宅／勤務先を問わず、連絡可能なメールアドレスをご記入ください。一方に記入の際には同じアドレスを両方に登録さ 

せていただきます。 

*5.職種、業種、専門分野、入会動機：下記のコード表をご参照ください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

表１．職種コード表 
コード 名称 

0100 経営 

0200 管理職 

0300 研究開発 

0410 システムエンジニア 

0420 ハードウェア設計 

0430 ソフトウェア設計 

0440 ネットワーク設計 

0450 コンテンツ製作 

0460 保守／顧客サポート 

0470 コンサルテーション 

0480 
（技術，生産，品質，環

境）管理 

0500 製造 

0600 編集／デザイン 

0700 マーケティング 

0800 営業販売 

0900 事務 

1000 教育 

1100 医療 

1200 法務 

8000 無職 

9000 その他 

 

 

 

表２．業種コード表 

コード 名称 

0010 製造（情報通信機器） 

0020 
製造（電気機器・電子部品・デ

バイス） 

0030 製造（その他） 

0110 情報通信業（情報サービス） 

0120 
情報通信業（インターネット付

随サービス） 

0130 情報通信業（通信・放送業） 

0140 
情報通信業（映像・音声・文字

情報制作業） 

0200 農・林・漁業 

0300 鉱業 

0400 建設業 

0500 電気・ガス・熱供給・水道業 

0600 運輸業 

0700 卸売・小売業 

0800 金融・保険業 

0900 不動産業 

1000 飲食店・宿泊業 

1100 医療・福祉 

1200 
複合サービス事業（郵便局、協

同組合など） 

1300 

専門サービス業（法律・特許・

会計・芸術・公証人役場・広告

制作・通訳） 

1400 学術・開発研究機関（研究所）

1500 
その他サービス業（衛生・娯楽

施設・生活関連施設など） 

2100 国家公務 

2200 地方公務 

3010 大学 

3020 大学院大学 

3030 大学校（文科省管轄外） 

3040 短期大学 

3050 専門学校 

3060 高等専門学校 

3070 高等学校 

3080 中学・高等学校 

3090 中学校 

3100 小学校 

3110 外国の学校 

3200 その他の学校 

3500 

その他の教育・学習支援業（図

書館・博物館・美術館・動物園

など） 

9000 その他 

  表３．専門分野コード表 

 

  表４．入会動機コード表 

 

コード 名称 

2010 基礎理論（証明付きの理

論に関するもの） 

2020 計算機アーキテクチャと

ハードウェア 

2030 プログラミング 

2040 オペレーティングシステ

ム 

2050 ソフトウェア工学 

2060 データベース 

2070 ハイパフォーマンスコン

ピューティング 

2080 組み込みシステム 

2090 バイオインフォマティク

ス 

2100 ネットワーク・インター

ネット 

2120 セキュリティ 

2130 知能と認知 

2140 メディア処理（自然言語、

音声、音楽、画像、CG ほ

か） 

2160 インタラクション 

2170 情報と人文・社会科学（教

育学習、医療福祉、倫理

法制、応用ほか） 

2180 エンタテイメントコンピ

ューティング（ゲーム等）

9999 その他 

コード 名称 

0101 
発表（全国大会／FIT／シ

ンポジウム他） 

0104 発表（研究会） 

0201 
聴講参加（全国大会／FIT

／シンポジウム他） 

0204 聴講参加（研究会） 

0301 
投稿（会誌／論文誌／そ

の他） 

0401 
情報収集（仕事・研究・

勉強のため） 

0501 
交流（会員／講演者／参

加者） 

0601 
購読（会誌／論文誌／電

子図書館／その他） 

0701 
利用（教育／業務／応用

分野／社会貢献のため）

0801 

広報（勧誘された／Web

サイトやパンフレット等

を見て興味を持った） 

0901 
役員等への推薦・就任／

賞の推薦・受賞 

1005 その他 


