
京都大学図書館利用証申請書 
Kyoto University Library Card Registration Form

申請区分 
Type of 

registration

□ 新規
New

□ 更新
Renewal

□ 再発行
Replacement
（紛失・破損等）

□ 住所届、登録内容変更・他
Address registration, changes of address, etc.

（         ）

申請日 
Date

フリガナ Furigana 在籍期限/有効期限
Expiration date

  年 
year 

月 
month 

日 
day 

氏名 Name 
ECS-ID / SPS-ID **

姓 last name 名 first name ミドルネーム middle name 

身分コード 
* Status code

部局コード 
* Faculty code

研究室名 

Laboratory 

* 部局/身分コードは別紙参照の上、リストから選択。ただし学部学生・大学院生は記入不要。Please refer to the code list and select from the list. If you are a regular student, not necessary to fill in. 
** ECS-ID（例：a0123456）、SPS-ID（例：taro123kyodai）。オンラインサービス（MyKULINE）が利用できます。For the use of online services (MyKULINE).

内線番号 
Extension 

□桂地区  : 15-
□宇治地区: 17-
□病院地区: 19-

携帯電話番号 
Mobile-phone 

図書館使用欄 Library use only

在籍確認書類 
□ 労働条件通知書

□ 非常勤講師の証

□ 科目等履修生/聴講生/研究生等

身分証明書

□ 人事データ

□ その他( ) 

処理日 
□ データ入力  (202 .  .  ) 

□ カード作成  (202 .  .  ) 

□ 確認メール送信 (202 .  .  ) 

□ メール受信確認 (202 .  .  ) 

□ メール登録完了 (202 .  .  ) 

現住所 
Residence address 

〒 ― 電話番号 Phone 

帰省先 
Alternate address 
※ 現住所と同じ場合は、

「同上」と記入。

〒 ― 電話番号 Phone 

メールアドレス
E-mail address

□ KUMOI： @st.kyoto-u.ac.jp 

□ KUMail： @kyoto-u.ac.jp 

□（KUMOI/KUMail がない方のみ）その他 Other： 

※ KUMOI または KUMail をお持ちでない方のみ、必ず連絡のつく他のメールアドレスをご記入ください。 

図書館・室から確認メールを送信しますので返信してください。確認後に登録が完了します。
You can fill in your e-mail address where we can reach you other than KUMOI/KUMail address only if you don’t have KUMOI/KUMail. 
We will send you an e-mail to confirm your e-mail address. Please be sure to reply. After receiving your reply, we will register your e-mail address.

※ 違いがわかりにくい文字にはフリガナをつけてください。(手書きの場合のみ）

l（エル）⇔1（イチ）o（オー）⇔0（ゼロ）-（ハイフン）⇔ _（アンダーバー）etc 

身分証 Type of ID □ IC 学生証 IC Student ID □ 認証 ICカード Authentication IC Card □ その他 Other 備考 Remarks 

身分証番号 
University ID Card No. 

図書館利用証番号 
Library Card No. 

5 0 0 0 0 

京都大学図書館利用証をお持ちの場合記入。Please fill in if you have a Kyoto University Library Card. 

受領サイン Signature 

利用者 ID (13桁) 
図書館使用欄 

Library use only 学籍番号+「00」+再発行回数、「00」+職員番号+「00」+再発行回数など。 

記入された個人情報は図書館業務に限定して利用します。住所や連絡先に変更が生じたら、必ず図書館に届け出てください。 
This personal information will only be used for library operations. Please inform us of any changes to your personal information. (e.g. address, phone number) 
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