
                

団体種別名(Types of Organization)

団体名(Name of Organization)

役職者 Member's Role

学籍番号
Student ID No.

氏名
Name

所属
Affiliation

年次
Year

役職名
Role/Position

連絡先(電話)
Phone

連絡先(mail)
Email

202099991 筑波　太郎 #N/A 2
代表者（必須）
Representative* 0X0-XXXX-XXXX ■■■[@]XXX.com

202099992 Hanako  SAKURA #N/A 2
副代表者（必須）
Deputy Representative* 0X0-XXXX-XXXX sXXXXXXX[@]s.tsukuba.ac.jp 

202099993 並木　一郎 #N/A 2 副代表者（必須）
Deputy Representative* 0X0-XXXX-XXXX

■▼■[@]XXX.com
sXXXXXXX[@]s.tsukuba.ac.jp

202099994 Taro YAMADA #N/A 2 web管理者（必須）
Web Manager* 0X0-XXXX-XXXX

●●●[@]XXX.com
sXXXXXXX[@]s.tsukuba.ac.jp

202099995 鈴木　ひろし #N/A 2
情報管理責任者（必須）
Information Manager* 0X0-XXXX-XXXX ▼▼▼[@]XXX.com

202099996 John Smith #N/A 1
会計
Accountant* 0X0-XXXX-XXXX sXXXXXXX[@]s.tsukuba.ac.jp 

主務
Competent Manager

*required contents
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【文化系】課外活動団体【Cultural_Circles】
Extracurricular_Activity_Group

園芸クラブ

学生団体役職者名簿
Student Organization Officer Roles

提出日を記入
Fill-in the date of submission.記入例 GUIDE to Filling-Out

①セルを選択し、右下に表示されるリストマーク
(▼)より、団体種別を選択してください。
①Click in the cell, then select the organization / 
group type  from the pull down menue(▼)

黄色のセルをクリックすると、セルの右下に▼
（プルダウンメニュー）が表示されます。
Click in the cell, then the icon ▼ that let you 
choose options (pull-down menu) appears.

■■■■■
②上の団体種別を選択すると、その種別に分類され
る団体名がプルダウンメニューに表示されます。
リストに団体名がない場合には、団体種別の確認を
してください。
②The list of organizations/groups will  appear on
the pull-down menue once you chose your group
type. If you cannot find your group there, please re-
check the group type shown above.

＜団体種別 Types of Organization＞
【文化系】課外活動団体【Cultural_Circles】Extracurricular_Activity_Group

【文化系】一般学生団体【Cultural_Circles】Student_Group

【体育系】課外活動団体_部会【Athletics】Extracurricular_Activity_Group.Club

【体育系】課外活動団体_同好会【Athletics】Extracurricular_Activity_Group.Association

【体育系】課外活動団体_体育会_医学部会【Athletics】Extracurricular_Activity_Group.Athletic_Club_Medical_Branch

【体育系】一般学生団体【Athletics】Student_Group

【芸術系】課外活動団体【Artistic_Circles】Extracurricular_Activity_Group

【芸術系】一般学生団体【Artistic_Circles】Student_Group

③役職者の学籍番号、氏名をそれ
ぞれ入力。
③Insert the "Student ID No." 
and "Name" of each officers. 

④学籍番号を入力すると、自動で表示されます。
異なる所属、または「N/A」が表示される場合には、
学籍番号を再度確認してください。
④The affiliation/program will automatically appear 
once you input the student ID number. If it shows 
wrong affiliation or "N/A", please re-check its 
student ID number.

⑤セルを選択し、右下に表示されるリストマーク(▼)よ
り、学年を選択してください。
※学籍データ（TWINS）上の学年を選択してください。

⑤Click in the cell, then select the Year Grade  from 
the pull down menue(▼).
*Please choose the Year Grade that appear on their 
student record(TWINS).

⑥各担当者の連絡先（電話番号 及び メールアドレス）を入力
⑥Insert the contact information of each officers. 

この役職の設置は任意です。
It is optional whether or not
you set these roles. 

③

この役職間での兼任不可。
Those 3 cannot concurrently 
serve as the Representative or 
the Deputy Representative.

※個人情報の取り扱いには十分注意してください。
NOTE: Please be careful handling members' personal information.



合計 Total 8 人

団体種別名

団体名

構成員（役職者含む） Members (including those who are in officer roles)

Student ID No. Name Affiliation Year Grade 

学籍番号 氏名 所属 年次

202099991 筑波　太郎 #N/A 2

202099992 Hanako  SAKURA #N/A 2

202099993 並木　一郎 #N/A 2

202099994 Taro YAMADA #N/A 2

202099995 鈴木　ひろし #N/A 2

202099997 山田　太郎 #N/A 2

202099998 田中　花子 #N/A 2

202099996 John Smith #N/A 1
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学生団体構成員名簿

【文化系】課外活動団体【Cultural_Circles】Extracurricular_Activity_Group

園芸クラブ

                                                     　yyyy       mm          dd

Student Organization:　Membership List

記入例 GUIDE to Filling-Out 「学生団体役職者名簿」シートの日付が自動で入力
されます。The date you inserted on the sheet 
"Officer Roles" appears.

■■■■■
「学生団体役職者名簿」から自動入力されます。
The name of your organization / group will 
appear automatically once you input the name 
in the sheet of "Officer Roles"

名簿へ入力された人数が自動で表示されます。
The total number of the members inserted 
the table below will appear. 

②学籍番号を入力すると、自動で表示されます。
異なる所属、または「N/A」が表示される場合には、
学籍番号を再度確認してください。
②The affiliation/program will automatically appear 
once you input the student ID number. If it shows 
wrong affiliation or "N/A", please re-check its 
student ID number.

①構成員の学籍番号、氏名をそれ
ぞれ入力。
①Insert the "Student ID No." 
and "Name" of the members. ③セルを選択し、右下に表示されるリストマーク(▼)よ

り、学年を選択してください。
※学籍データ（TWINS）上の学年を選択してください。

③Click in the cell, then select the Year Grade  from 
the pull down menue(▼).
*Please choose the Year Grade that appear on their 
student record(TWINS).

役職者を含む、全メンバーを入力してください。
Please insert all members to this list, including the 
one who's in the officer's roles. 

③

※個人情報の取り扱いには十分注意してください。
NOTE: Please be careful handling members' personal information.



○ 学生団体構成員名簿集計表

The Total Number of Members"
（学生団体構成員名簿の人数と一致させること。）

団 体 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　区　　　分 １年次 ２年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 計

地球学類

生物資源学類

人
間
学
群

教育学類

国際総合学類

障害科学類

心理学類

社会学類
社
会
・
国
際
学
群

生
命
環
境
学
群

生物学類

園芸クラブ
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人
文
・
文
化
学
群

人文学類

日本語・
日本文化学類

比較文化学類

「学生団体役職者名簿」から自動入力されます。
The name of your organization / group will 
appear automatically once you input the name 
in the sheet of "Officer Roles"■■■■■

「学生団体構成員名簿」の名簿へ入力され
た人数の集計が自動で表示されます。
The sum of the number of the members 
inserted on the "Membership List" will appear. 

③
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