
他大学・他図書館資料 閲覧申込書 

氏
ふり

 名
がな

  利用証（学生証）番号  

ＴＥＬ 
すぐに連絡がとれる番号(携帯電話など)を記入してください。 

－     －          内線番号(         ) 

注意 

※1 個人情報の取扱については裏面記載を確認の上、申請してください。 

※2 連絡なしでの閲覧の取りやめや、閲覧予定期間の最終日になってのキャンセルなどは 

相手大学に非常に迷惑がかかりますので、絶対にしないでください。 

※3 閲覧希望期間は、申込日より土曜日・休館日を除いた 3 日目以降から、  

3 日～1 週間未満でご記入ください。 

 

① 

閲覧希望日 年   月   日（  ） ～    年   月   日（  ）（※３） 

資料タイトル  ○図書 ○雑誌 

巻号  出版年  

編著者名  出版社  
標準番号 ＩＳＢＮ（        ）／ＩＳＳＮ（        ）／ＮＣＩＤ（         ） 

閲覧希望機関名 所蔵場所 請求記号 資料 ID 

      

書誌典拠 
どのような手段で当該資料の存在を知ったか 

○CiNiiBooks ○WecatPlus ○国立国会図書館サーチ 
○その他（                        ） 

所蔵典拠 
どのような手段で当該資料がどこにあるかを知ったか 

○CiNiiBooks ○他大学図書館 OPAC 
○その他（                       ） 

※図書館記入欄  申込 No. 
 

② 

閲覧希望日 年   月   日（  ） ～    年   月   日（  ）（※３） 

資料タイトル  ○図書 ○雑誌 

巻号  出版年  

編著者名  出版社  
標準番号 ＩＳＢＮ（        ）／ＩＳＳＮ（        ）／ＮＣＩＤ（         ） 

閲覧希望機関名 所蔵場所 請求記号 資料 ID 

      

書誌典拠 
どのような手段で当該資料の存在を知ったか 

○CiNiiBooks ○WecatPlus ○国立国会図書館サーチ 
○その他（                        ） 

所蔵典拠 
どのような手段で当該資料がどこにあるかを知ったか 

○CiNiiBooks ○他大学図書館 OPAC 
○その他（                       ） 

※図書館記入欄  申込 No. 
 

目 的 
 
 

受付日： 



◎ 個人情報の取り扱いについて 

資料閲覧の為に、図書館相互協力サービスの依頼先機関に対して、資料名とともに、個人情報を提供する 

場合があります。なお、依頼先機関への個人情報の提供が不要の場合は提供いたしません。 

 
他大学・他図書館資料 閲覧申込書 

氏
ふり

 名
がな

 大 谷

おおたに

真 宗

まさむね

 
利用証（学生証）番号 1234567 

ＴＥＬ 
すぐに連絡がとれる番号(携帯電話など)を記入してください。 

090 － 1234 － 1234     内線番号(   9876   ) 

注意 

※1  個人情 報の取扱については裏面記 載を確 認の上、申 請してください。  

※2  連絡 なしでの閲覧の取りやめや、閲覧 予定期 間の最終 日になってのキャンセルなどは  

相手大学に非 常に迷惑がかかりますので、絶 対にしないでください。  

※3  閲覧 希望期 間は、申込 日より土曜日 ・休館 日を除いた 3 日目以降から、  

3 日～1 週間未満でご記 入ください。  

 

① 

閲覧希望日 2013 年  7 月  1 日（月） ～ 2013 年  7 月  5 日（金）（※３） 

資料タイトル 中世の寺院体制と社会 ◎図書 ○雑誌 

巻号  出版年 2002年 

編著者名 中尾堯 出版社 吉川弘文館 

標準番号 ＩＳＢＮ（ 464202817X ）／ＩＳＳＮ（         ）／ＮＣＩＤ（ BA6016923X ） 

閲覧希望機関名 所蔵場所 請求記号 資料 ID 

京都大学附属図書館 2 階 開架 HM||85||チ 5 1030502093 

書誌典拠 

どのような手段で当該資料の存在を知ったか 

○CiNiiBooks ◎WecatPlus ○国立国会図書館サーチ 

○その他（                        ） 

所蔵典拠 

どのような手段で当該資料がどこにあるかを知ったか 

○CiNiiBooks ○他大学図書館 OPAC 

○その他（                       ） 

※図書館記入欄  申込 No. 

 

② 

閲覧希望日 年   月   日（ ） ～     年   月   日（ ）（※３） 

資料タイトル  ○図書 ○雑誌 

巻号  出版年  

編著者名  出版社  

標準番号 ＩＳＢＮ（        ）／ＩＳＳＮ（        ）／ＮＣＩＤ（         ） 

閲覧希望機関名 所蔵場所 請求記号 資料 ID 

      

書誌典拠 

どのような手段で当該資料の存在を知ったか 

○CiNiiBooks ○WecatPlus ○国立国会図書館サーチ 

○その他（                        ） 

所蔵典拠 

どのような手段で当該資料がどこにあるかを知ったか 

○CiNiiBooks ○他大学図書館 OPAC 

○その他（                       ） 

※図書館記入欄  申込 No. 
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