
一般財団法人日本国際政治学会入会申込のしおり 

 

当学会に入会を希望される方は、このしおりを必ずお読みになった上で、入会申込書に記入して下さい。

また、会員になられた後も必要ですから、保存しておいて下さい。  

 

A. 入会申込書記入上の注意  

1. 入会希望者は、所定の事項を詳細にもれなく記入し、自署捺印して提出して下さい。海外からの入会

希望者で、印鑑をお持ちでない方は、サインでも結構です。  

2. 入会申込には、本学会会員 2 名の推薦者による自署捺印が必要です。大学院生の場合は、指導教員の

推薦(自署捺印 )が必要です。指導教員が本学会会員である場合は、他の会員 1 名の推薦があれば申込要

件を満たしますが、指導教員が会員でない場合は別に 2 名の会員の推薦が必要です。  

3. 「自宅住所」欄には、自宅住所もしくは、郵便物の送付および電話などによる連絡に最も便利な住所

等を記入して下さい。 

4. 「所属機関名」欄の記入に際しては、「所属機関名」「所属部局」「職名」を必ず記入して下さい。

大学院生の場合「職名」欄には在籍する課程などをできるだけ詳しく記入して下さい。この部分は「会員

名簿」に掲載される情報です。5. 「専攻・研究テーマ」欄には、できるだけ詳しく記入して下さい。ま

た「専攻コード」欄には、別紙「専攻コード表」を参照の上、ご自分の専攻に近いと思われるコードを最

大 3 つまで記入下さい。  

6. 「入会希望年度」欄には、必ず記入して下さい。なお、各年度は、4 月 1 日より翌年 3 月 31 日までの

間です。  

7．「生年月日」欄の記入に際しては、会員の年齢が条件の中に含まれる会員の権利（1．評議員候補者選

挙の選挙権・被選挙権 2．シニア会員制度の適用 3．学会奨励賞候補資格）がございますので、ご理解

の上記入下さい。 

8. 入会申込書を提出する前に、今一度、記入が漏れなく行われているか確認してください。「氏名」「生

年月日」「自宅住所」「所属機関名・所属部局・職名・E-mail」「最終学歴」「専攻・研究テーマ」「最

近の業績」「入会希望年度」「推薦者」「指導教員推薦」の諸欄について記入漏れがある場合は、入会の

承認ができないか遅れることがあります。  

9．大学院生は、大学院生であることを証明するもの（学生証、在学証明書等）の写しを、入会申込書に

添付して下さい。 

 

B. 入会申込書の提出と入会決定の手続  

1. 入会申込書の提出は下記の学会事務所に郵送して下さい。もしくは年 1 回開催される研究大会会場に

設置される学会事務所受付に直接提出して下さい。  

2. 入会の決定は、理事会 (通常３、６、９、１２月に開催)で審査し、承認された後、入会希望者に通知

いたします。研究大会当日に受付に提出された場合には、次回理事会において審査されることになりま

す (以上は、一般財団法人日本国際政治学会定款・会員に関する規則によります )。  

3．入会審査結果の通知（E-mail で送信）が届かない場合は、必ず下記の学会事務所にお問い合わせのう

え、確認して下さい。また、その他、入会に関わるお問合せも学会事務所までご連絡下さい。  

 

C. 入会承認後の注意事項  

1. 入会を承認された新会員は、直ちに所定の年会費を納入して下さい。会費は、会員個人にて納入し、



団体・機関などによる一括納入は、受け付けておりません。なお、各年度の機関誌『国際政治』および英

文ジャーナル IRAP は、当該年度の会費を納入した会員に限って無料配布されます。  

2. 会員は、以下の事項について、オンライン会員情報管理システム（e-naf）の「各種変更申請」を通じ

て、すみやかに学会事務所に通知して下さい。 

①氏名・住所・所属機関などの変更もしくは一年以上の異動。 

②学生会員から一般会員への変更、家族会員から一般会員への変更。 

③退会の申し出。 (なお会費が満 3 年以上納入されない場合には、退会の意思表示とみなされます。 )  

3．学生会員は、入会翌年度以降年会費を納入する際、当該年の 4 月時点で有効な学生証または在学証明

書（いずれも写真・複製可）を下記までメール添付または郵送にて提出下さい。 

また、証明書類を添付で送付する場合には、個人情報保護の観点からパスワードの設定を推奨いたします。 

（入会翌年度以降の証明書類送付・連絡先） 

一般財団法人日本国際政治学会事務支局 

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル西大路町 146 中西印刷（株）学会部内 

E-mail：jair★nacos.com／Fax：075-415-3662／Tel：075-415-3661（★を＠に変更の上送付下さい） 

なお、学生会員資格を証明するものをご提出いただけない場合は、国内一般会員会費をお納めいただくこ

ととなりますので（会員種別も一般会員へと変更となります）、留意下さい。 

 

D.会員区分 

各会員種別の会費年額は次の通りです。 

会員種別（国内） 会費年額 

一般会員 14,000 円 

学生会員（修士課程在籍以上、要身分証明書の提出） 10,000 円 

シニア A 会員（70 歳以上） 10,000 円 

シニア B 会員（70 歳以上、機関紙の無料配布、研究大会

での報告および機関紙への投稿の権利無し） 

無料 

家族会員（別途要申請、刊行物の送付先が同一住所） 10,000 円 

各会員についての定義、家族会員の申請書等詳細は以下の学会ウェブサイトを確認下さい。 

https://jair.or.jp/membership/membership-procedure/fee_categories.html 

 

 

(入会申込書提出・連絡先 )  

〒187-0045 東京都小平市学園西町１－29－１ 

一橋大学小平国際キャンパス国際共同研究センター２階 客員教官研究室３ 

一般財団法人日本国際政治学会 一橋事務所 

E-mail: jair-sec★jair.or.jp（★を＠に変えて下さい） 

 

★注意★ 

今一度、ご本人の押印等のもれがないか、学生会員をご希望の方は、大学院生であ

ることを証明する学生証、在学証明書等のコピーが同封されているかご確認のう

え、ご提出下さい。 

https://jair.or.jp/membership/membership-procedure/fee_categories.html


専攻コード表 

下記のコード表に従って、ご記入下さい。 

完全に合致するものがない場合にも、関連するものを選択していただければ幸いです。

 

コード  専攻分野  

国際政治理論  

100    国際政治理論(思想を含む)      

101    国際機構研究(国連研究を含む)     

102    国際規範研究            

103       グローバル・ガバナンス研究     

104    地域機構・地域主義論        

105      国際政治経済論           

106    相互依存論             

107    世界システム論(従属論を含む)     

108    国際開発論(開発協力・援助論を含む) 

109    対外政策決定論・外交論       

110    安全保障研究(戦略論を含む) 

111    国際紛争研究   

112       平和研究 

113    数量分析 

114    合理的選択論(ゲーム理論)  

115       シミュレーション研究  

116       コンストラクティビズム研究 

 

地域研究         

200       地域研究    

201       アジア太平洋研究          

202       日本研究 

203    東アジア研究            

204       東南アジア研究            

205    南アジア研究 

206      オセアニア研究           

207       西アジア・中東研究         

208       アフリカ研究             

209    広域ヨーロッパ研究(EU 研究を含む)    

210    西欧研究        

 

 

 

 

 

 

 

211    中欧・東欧研究           

212       北欧研究               

213       ロシア・CIS研究(旧ソ連研究を含む)  

214    北米研究 

215    中南米研究 

 

外交史・国際政治史 

300    外交史・国際政治史 

301    日本外交史(日米、日ロ関係史を含む) 

302    東アジア国際政治・外交史 

303    東南アジア国際政治・外交史 

304    オセアニア国際政治・外交史 

305    西アジア・中東国際政治・外交史 

306    アフリカ国際政治・外交史 

307    ヨーロッパ国際政治・外交史 

308    ロシア・CIS外交史(旧ソ連外交史を含む) 

309    アメリカ(米州)外交史 

 

新領域・新イシュー・学際研究  

400    新領域・新イシュー・学際研究    

401    トランスナショナル研究    

402    国際交流研究  

403    国際移動研究(移民・難民研究を含む)  

404    民族エスニック研究 

405    ジェンダー研究 

406    地球環境研究 

407    グローバリゼーション研究  

408    市民社会・NGO 研究  

409    人権問題研究 

410    「人間の安全保障」研究 

411    民主化・民主主義研究 

412    平和構築研究 

 



一般財団法人日本国際政治学会入会申込書 

（本入会申込書の記入にあたっては、別紙『入会申込のしおり』を必ずお読み下さい。） 

年   月   日 

会員種別 一般 ／ 学生 ／ 家族＊ 入会年度        年度（4月1日～3月31日） 

 姓（Family name） 名（Given name & Middle name） 

ローマ字   

フリガナ   

氏名  印 

生年月日 １９   年   月   日  

連絡先  １．所属機関  ２．自宅住所 （郵便物の受取先を選択して下さい） 

 太枠内の項目は、会員名簿掲載項目です。掲載を希望されない場合は、必ず、□に印をつけて下さい。 

所属機関 

名 称 

 

（職名                ） 

所属機関 

住 所 

〒    ―      

 

TEL：        （内線：     ・直通） FAX： 

E-mail： 

自宅住所 

□ 〒    ―      

 

□ TEL： □ FAX： 

□ E-mail： 

最終学歴 
学校名： 

卒 年：西暦      年   月   日 卒業 ／修了 ／中退 

専攻・研究 

テーマ※ 
 

専 攻    *    *    別紙「専攻コード」をご参照の上、コード番号を記入して下さい。 

最近の業績※ 

（大学院生は学部卒業論文・修士論文または現在の研究計画でも可） 

推薦者1 氏名：           印 所属： 

推薦者2 氏名：           印 所属： 

大学院生は、必ず以下の項目に記入のうえ、大学院生であることを証明するもの（学生証・在学証明書等）の写しを添付して下さい。 

 指導教員 氏名：           印 所属： 

＊家族会員を希望される場合、別途申請が必要になります。 

【個人情報収集時の同意文】お送り頂きました「入会申込書」に記載の個人情報については、一般財団法人日本国際政治学会が責任を持って

管理し、学会の運営並びに会員への名簿配布、当会開催事業のお知らせに必要な範囲内で利用させて頂きます。また、会員相互の研究上の利

便性をはかり、会の運営を円滑にする為、当学会の会員に公開することがあります。当学会は、協力会社に一部業務を委託しており、その業

務に必要な個人情報を預託する事があります。 

       以下事務局記入欄 

受付日 仮承認 承認 入金確認日 原簿登録日 会員番号 

／  ／ ／  ／ ／  ／ ／  ／ ／  ／  



 


