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（記入見本、大学教員、院生の方）アジア経営学会 入会申込書     （１ページ目） 

Application form: Japan Scholarly Associations for Asian Management (JSAAM) 

フリガナ katakana 

氏名Name  

英文氏名 Name in Full  

    生年Birth Year 

 アジア ケンジロウ                                                 印（自筆署名の場合は押印不要） 

 亜細亜 研次朗                                                   (hand-written signature or seal) 

 Ajia ,Kenjirou                                                             

                                          1981年Year  12月Month   3日Date 

現住所 

Resident Address 

〒000-0000  ○○県○○市○○１丁目２－３ ハイツ◇◇Ｂ棟108号 

TEL：000-000-0000- 

研究分野とテーマ 

Major Areas of Study 

研究分野：経営学、生産システム論、アジア諸国の工業化 

研究テーマ「マレーシア自動車工業の生産システム」 

所属機関Affiliation ○○大学経営学部国際経営学科 役職Present Position 准教授 

所属機関の所在地 

Affiliation’s Address  

〒000－0000 ○○県○○市○○○３丁目10－５ 

TEL：000-000－0000 

 主な研究歴 Research Experience（最終学歴および主な職歴などをご記入ください） 

年・月  Date   所属機関名・役職名・取得学位名など  Education, Professional experience, etc. 

2006年3月 △△大学大学院経営学研究科修士課程修了 

2009年3月 △△大学大学院経営学研究科博士後期課程修了 

2009年3月 博士（経営学）学位取得（△△大学） 

2011年4月 ○○大学経営学部国際経営学科助教として着任（2016年４月より現職） 

 主な研究業績（修士論文や講演・発表も可、多数の場合は代表的なもの３点以内）Research Achievements Books, Articles, etc. (Max.3) 

年月The published year  著書・論文・講演などのタイトルTitle 出版社・掲載誌名などThe publisher, etc.  

2006年3月 修士論文「○○○における△△と□□問題」 提出先：△△大学大学院経営学研究科 

2017年7月 論文「○○と□□についての一考察」 △△大学『経営論集』第34号 

2019年10月（15日） 学会発表「○○問題の現状と展望」 □□□学会第43会大会自由論題 

 

入会申込日Application Date   20 20 年  4 月 11日 

希望入会年度 ※ 

Desired Admission year  

１．当年度（入会申し込み日を含む３月31日までThe current year~March 31 

希望会員種別 ※Desired Member type  １．正会員 Regular Member   

郵便物送付先 ※Delivery Address  １．現住所（ご自宅） Domicile  

メールアドレス ①E-mail address 1 xxxx＠mail.ba.eeee.ac.jp 

メールアドレス ②E-mail address 2  yyyy0098@yahhou.com 

 ※欄はいずれかを選択してください。メールアドレスは必ず複数記入してください。アドレス①は会員用メーリングリスト 

  でも使用します。Please choose either one or the other in the ※ column. Please write more than one email address and we will register 

E-mail address 1 in our email list.  

（推薦者署名）次ページに入会推薦者の署名欄があります。アジア経営学会正会員による推薦の署名をつけて１ページ目、２ページ目とも 

アジア経営学会事務局に提出してください。 
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アジア経営学会 入会申込書           （２ページ目）

Application form: Japan Scholarly Associations for Asian Management (JSAAM) 

入会希望者氏名 

Name in full 

亜細亜 研次朗 

Ajia ,Kenjirou 

 

推薦者（アジア経営学会の正会員に限ります） 上記申込者を本会会員として適格とみなし、ここに推薦します。 

Recommender (Only regular member)   I recommend this applicant eligible for JSAAM.  

推薦者氏名 

Recommender’s Name 

 

  ○△山 ◎男                   印 （自筆署名の場合は押印不要） 

(hand-written signature or seal) 

推薦者所属機関 

Recommender’s 

Affiliation  

 ○○大学経営学部 

メールアドレス 

E-mail address 

 zzzzz＠mail.ba.eeee.ac 

（注１）推薦者は１ページ目の記載をご確認のうえ、署名（または捺印）をお願いいたします。 

Please put recommender’s signature or seal.  

（注２）１ページ目の各欄は入会希望者がもれなく記入してください（手書き、パソコン入力いずれでも可）。 

    英文氏名（Name in Full）は、Family name, Personal name の順に記載してください 

    主な研究歴欄について、どうしても書き切れない場合は、記入欄を増やしていただいてもかまいません。 

    研究業績の記載は３点以内にしてください。記入スペースは拡張してもかまいません。 

Please fill out completely this form. Applicants can increase the number of column in Research Experience column if needed, 

but not in Research Achievements.   

（注３）入会希望者は記入後の申し込み用紙（２枚）をスキャナー等でスキャンした後、pdfファイルか画像ファイル 

    に変換し、電子メールの添付ファイルとして学会事務局へ送信してください。学会事務局に郵送にてお届け 

    くださってもかまいません。 

Applicants should scan and convert documents to pdf or image file format and attach them to email. You can mail them too.  

 

（事務局使用欄） 

      年   月   日    理事会  承認 

      年   月   日    事務局  入力 

 


