
様式 12  NO   

立命館大学図書館長 殿 
 

教職員証による図書館利用資格の継続申請書 
Application for the Renewal of Library Eligibility 

 

職位等の利用者区分が変更されますが、次年度（次期）も教職員証による図書館利用資格があります。 

本件の手続きが完了した後は、年度末（期末）を跨いだ資料貸出ができるようお手配願います。 
My user classification such as job title will be changed, but I will still be an eligible library user with my faculty ID card for the next academic year (semester). 

After acceptance of this application, please allow me to loan materials beyond the end of this academic year/semester. 

作 成 日 
Created Date 

（西暦） 年 月 日 
 YYYY MM DD 

利 用 者 氏 名 
User Name 

姓 Family Name 名 First Name 

  

フ リ ガ ナ   

教 職 員 番 号 
ID card No. 

       

 

利 用 者 区 分 
User Categories 

今年度（今期）の雇用区分等 次年度（次期）の雇用区分等 

大
学
教
員 

□専任教員（雇用期間の定めのない教員） □専任教員（雇用期間の定めのない教員） 40 

□任期制教員 □特別契約教員 □任期制教員 □特別契約教員 45 

□特別任用教員 □継続雇用教員 

□嘱託講師 □特命教員 

□本学を本務校とする特別招聘教員 

□特別招聘研究教員 □研究教員 

□特任助教 □助手 

□特別任用教員 □継続雇用教員 

□嘱託講師 □特命教員 

□本学を本務校とする特別招聘教員 

□特別招聘研究教員 □研究教員 

□特任助教 □助手 

46 

□客員教員規程により任用された客員教員 

□本学を本務校としない特別招聘教員 

□招聘研究教員 □客員研究教員 

□交換教員 

□客員教員規程により任用された客員教員 

□本学を本務校としない特別招聘教員 

□招聘研究教員 □客員研究教員 

□交換教員 

42 

事
務
職
員 

□専門研究員（ポストドクトラルフェローを含む） 

□研究員 

□専門研究員（ポストドクトラルフェローを含む） 

□研究員 
42 

□専任職員（雇用期間の定めのない職員） □専任職員（雇用期間の定めのない職員） 50 

□継続雇用職員 □特定職員 

□特定業務専門職員 

□継続雇用職員 □特定職員 

□特定業務専門職員 
50 

□契約職員（事務職、専門職） □契約職員（事務職、専門職） 51 

附
属
校
教
員 

□専任教諭 □特別契約教諭 

□特別任用教諭 □常勤講師 

□外国人常勤講師□嘱託指導講師 

□国際バカロレアプログラム特別講師 

□外国人特別非常勤講師 A 

□専任教諭 □特別契約教諭 

□特別任用教諭 □常勤講師 

□外国人常勤講師□嘱託指導講師 

□国際バカロレアプログラム特別講師 

□外国人特別非常勤講師 A 

52 

    

期 間 
Period 

□     年度通年（4/1～3/31）  □     年  月  日～    年  月  日 
 

最 終 承 認 
Final Approval 

      年   月   日  □大学協議会 □常任理事会 □教授会 

 

最終承認が完了していない場合は申請できません。この欄の記入については、学部事務室等の事務局にご確認ください。 
Applications are not accepted if final approval is not completed. Please confirm with your college’s administration office regarding the completion of this column. 

 
本状を提出しなくても、次年度も教職員証による図書館利用資格がある場合、図書館の利用は出来ます。 

職位が同一の場合は、任用人事が発令され次第、自動的に図書館利用者としての資格が延長されます。 

職位が変わる場合で、現在、貸出中の資料について、年度末を跨ぐ貸出を希望される場合は、本状を提出のうえ、貸出期間の延長手続きをしてください。 
Even without submitting this document, you can still use the library next year if you have an eligible faculty ID card. 

If your job title will be the same, you will automatically qualify for a library user extension when your appointment is officially announced.  

If your job title will change and you are interested in loaning borrowed materials across to the next academic year, please submit this document and then complete the process to extend the loan period. 

 

事務室使用欄 Office Use Only   
教職員証確認    ／   ○担  データ更新 □有効期限 □利用者区分   ／   ○担  

新年度確認 □有効期限 □利用者区分   ／   ○担     → 齟齬がある場合 図書館利用支援課連絡     ／   ○担  

齟齬への対応  

立命館大学図書館 2015.7 制定 


