
Update Form for Regular/Student Members 
日本計算機統計学会 会 員 情 報 変 更 届 （正会員・学生会員） 
 

届出年月日 Data of notification    年(Y)  月(M)  日(D) 
●会員番号 Membership No. Only for secretariat 

□ 正 会 員 Regular member ●会員種別 
 Type of Membership □ 学生会員 Student member 

  卒業予定 Scheduled date of graduation   年(Y)  月(M) 
●氏 名 
 Name  

姓 名 
Last First    Middle 

●英字綴り 
 English 

 
Write your name in English. 

 生年月日 Date of Birth      年(Y)   月(M)   日(D) 

会員情報 
Member 

性別 Sex □ 男 Male     □ 女 Female 
○勤務先名 
 Name 

 

学生会員の場合，ここに在学校名を書いて下さい。If you are a student, write your school name here. 

○所属 
 Department 

 

学生会員の場合，ここに学部・学科名を書いて下さい。If you are a student, write your department here.

 英字綴り 
 English 

 
Write your affiliation name in English. 

勤務先 
Organization/    
Company 
 
 
 
  職名 Title  
  ここの項目の名簿掲載を希望しません。 I do not want any information from this section published in a membership directory. 

○郵便番号 Zip code  
○住所 
 Address 
 

 

○電話(内線) Tel. (Ext.)  

勤務先住所 
Address of 
Organization/    
Company 
 

○Fax  
  ここの項目の名簿掲載を希望しません。 I do not want any information from this section published in a membership directory. 

○郵便番号 Zip code  
○住所 
 Address 
 

 

○電話 Tel.   

自宅 
Home  
 
 
 

○Fax  
  ここの項目の名簿掲載を希望しません。 I do not want any information from this section published in a membership directory. 

○E-mail  E-mail  
 E-mail によるアナウンス 
 Announcements by E-mail 

□ 希望する  I would like to receive announcements by E-mail. 
□ 希望しない I would not like to receive announcements by E-mail. 

  ここの項目の名簿掲載を希望しません。 I do not want any information from this section published in a membership directory. 
●連絡先 Send to □ 勤務先 Office   □ 自宅  Home 
専門分野 
Your study/research area(s) 

 
 

学校(学部・学科)名 
Name 

 
 

卒業年月 Graduation date        年(Y)    月(M) 

最終卒業学校 
School from which 
you graduated 

学位 Highest Degree  
他学会所属 
Other Japanese society(s) to which you belong  

□日本統計学会    □応用統計学会   □日本計量生物学会 
□日本行動計量学会  □日本数学会    □日本分類学会 
□情報処理学会    □日本オペレーションズリサーチ学会 
□日本品質管理学会  □日本医療情報学会 

通信欄 Correspondence/Remarks  
 
 

1. 会員番号，氏名，生年月日は必ずお書き下さい。これらでデータベースと照合します。なお，姓・名の変更の場合は，旧姓を通信欄に

お書き下さい。他は，変更する項目のみご記入下さい。 
2. □欄は該当するものにチェックして下さい。 
3. ○は名簿掲載選択項目です。掲載不可の場合は「□ ここの項目の名簿掲載を希望しません。」にチェックして下さい。●は名簿掲載

必須項目です。 
4. 生年月日，性別，最終卒業学校は必須データではありませんが，なるべくご記入下さい。 
5. 学生会員の方で，在学期間の延長，進学などされた場合，必ず卒業・修了予定年月をご記入下さい。 
1. Indicate your changes and also write your name and Membership no. to correspond with our database. When you notify us of your change 

of name, write your maiden/former name in Correspondence/Remarks column.  
2. Check the □ in each applicable item.  
3. You can decide whether data in ○ items are to be included in a membership directory. If you do not want them made public, check the 

□ in each section. Data in ● items are to be included in a membership directory. 
4. “Date of birth”, “Sex” and “School from which you graduated” are not necessarily required.  
5. If you are a student member, notify us the scheduled date of graduation when you extend the period during which you attend a school. 


