
 
＊太枠内は必ずご記入ください。

Please fill in below, including Date.

種別 数量 単価

学内 20

館内閲覧利用票は裏面へ Please see overleaf to read closed stacks materials.

カードキー番号

□教職員（　　　）
□院生（　　　　）

貸出確認 返却確認

マイクロ複写
□校費（My Libraryへの入力を確認）
□私費 （領収書　□要　□不要）

料金内訳

ご確認ください
※沖縄資料室への入室は本学の教職員・院生に限ります
※Entering the Okinawan Materials Room is strictly restricted to
   Faculty and Graduate student only.
※個人情報保護法にともなう個人情報の利用目的
　 住所、電話番号等の個人情報は利用者への連絡以外には
   使用いたしません
※Purpose of use of personal information is limited by Act on the
   Protection of Personal Information.
　 It is only for contacting users that we use personal information
   provided above.

学外 40

合計

備考

□沖縄資料閲覧  　 　□戦後資料閲覧
Okinawan materials  　Post-War Materials

利用者ID     ID number

氏名 Name

□AV資料　　　　　　　　　　 □マイクロフィルム
Audio-visual Materials　　　Microfilm

種　　別
Classification of materials

Date          　　　　　　  　年（y） 　　　　月(m)　　　　日(d)

 Director of University of the Ryukyus Library

Here is my application for the entrance permission. I observe the restrictions indicated overleaf concerning copyrighted materials(literary works whose author passed
away less than 50 years ago) and I take all responsibility for the issue of Copyright Act.

国立大学法人　琉球大学附属図書館長　殿

職員記入欄

小計

                                                          Application form to enter the Okinawan Materials / Microfilm Room (Closed Stacks)                           

沖縄資料室・マイクロ資料室利用申込書（兼館内閲覧利用票）

下記のとおり身分証（学生証・職員証等）を添えて申し込みます。なお、著作権のある資料の複製について裏面に記載する事項を遵守し、著作権法上の
問題が発生した場合はその一切の責任は私が負います。

申
込
者
A
p
p
l
I
c
a
n
t

所属 Department
（学部学科）

身分
status

入室可　□教職員（非常勤・研究員含む）Faculty
入室可　□院生 Graduate student
Permitted to enter
入室不可　 □学部学生・その他 Undergraduate
Not permitted to enter

□学内
Student

and
Faculty

所属機関名
（または現住所）
Name or address

of affiliated
□学外
Visitors

電話番号
Phone No.



・You may make only 1 print copy.
・You must not re-replicate or redistribute the copy you made, whether with or without consideration.
・It is prohibited to make a copy of master thesis by Copylight Act.

※Please observe the rules below when you make a copy of materials.
・It is permitted only for purpose of research and study.
・You may copy only less than a half of materials, copying entire materials is prohibited.
・As for the articles and thesis published on serials, you may copy them entirely only if three month passed after the publication and/or the next number has
  has been already published.

著者名
Author

※著作物の複製にあたっては、以下のことに留意して下さい。
 
・調査研究目的の複製であること
・公表された著作物（図書などの場合）は全部ではなく一部分（＊１）を複写すること
・逐次刊行物に掲載された個々の論文その他の記事などの場合は、刊行後相当の期間（＊２）を経たものに関して記事全体を複写できる
・複製部数は一人につき一部のみであること
・有償無償を問わず、再複製、再頒布しないこと
・修士論文は複写できません

＊１：おおむね半分を超えない程度
＊２：次号刊行の後、あるいは刊行後３ヶ月程度、など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

　　

出納確認
所在

Location
書名・巻号

Title・Volume, Number
資料ID
Item ID

請求記号
Call Number

館内閲覧利用票   Request form to read closed stacks materials in the Library

返却確認


