
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) 



部局・身分コード表

常勤教員 111 ＊特定有期含む あ iPS細胞研究所 IPS 生態学研究センター CER

アジア・アフリカ地域研究研究科 AAA 生命科学研究科 BIO

アフリカ地域研究資料センター CAA そ 総合生存学館（思修館） AIS

い 医学研究科・医学部 MED

常勤職員 121 ＊特定有期含む 医学・病院構内共通事務部 AD4 総合博物館 KUM

医学部附属病院 HOS た 大学院横断教育プログラム推進センター EPP

医学部（人間健康科学科） CMT 大学院教育支援機構 GRD

学部生 211 医生物学研究所 ILM 大学文書館 KUA

学部生（6年制） 212 医、薬 う 宇治地区 UJI 男女共同参画推進本部 GEN

学部生に準ず 219 [学部]科目等履修生、聴講生、特別聴講学生など。 宇宙総合学研究ユニット USS ち 地球環境学堂・学舎 GES

院生（修士） 221 え エネルギー科学研究科 ENE と 東南アジア地域研究研究所 CSE

院生（博士） 222 エネルギー理工学研究所 IAE な 南西地区共通事務部 AD5

院生（法科大学院） 223 お オープンイノベーション機構 OII に 人間・環境学研究科 HES

院生（専門職学位） 224 か 化学研究所 ICR の 農学研究科・農学部 AGR

研修員、研究生、短期留学生 学際融合教育研究推進センター CID は 白眉センター HKB

[院]科目等履修生、聴講生、特別聴講学生など。 学術情報メディアセンター CCM ひ ヒト行動進化研究センター EHB

日本学術振興会特別研究員、受託研究員 学生総合支援機構 TSS 人と社会の未来研究院 FHS

内地研究員、教育研究機関研究員など。 桂地区（工学研究科）事務部 AD7 ふ フィールド科学教育研究センター(森林) FSC1

民間等共同研究員、産官学連携研究員など。 環境安全保健機構 ESH フィールド科学教育研究センター(瀬戸) FSC2

名誉教授 301 き 基礎物理学研究所 YTP 福井謙一記念研究センター FFC

卒業生 411 ※学外者 教育学研究科・教育学部 EDU ヒト行動進化研究センター 複合原子力科学研究所 RNS

定年退職教職員 [常勤] 412 ※学外者 け 経営管理研究部・教育部 MAN 附属図書館 LIB

退職教職員  [常勤] 413 ※学外者 経済学研究科・経済学部 ECO 物質-細胞統合システム拠点 CMS

放送大学 421 ※学外者 経済研究所 IER 文学研究科・文学部 LET

派遣職員 432 こ 工学研究科・工学部 ENG ほ 法学研究科・法学部、法科大学院 LAW

公共政策連携研究部・教育部 GOV 防災研究所 DRR

高大接続・入試センター HUC 放射線生物研究センター RBC

高等教育研究開発推進センター CPH 北部構内事務部 AD6

高等研究院 HIR 本部構内（文系）共通事務部 AD1

国際戦略本部 IST 本部構内（理系）共通事務部 AD2

国際高等教育院 IHE 本部事務 ADM

さ 産官学連携本部 OSA や 薬学研究科・薬学部 PHS

し 情報学研究科 INF 野生動物研究センター WRC

情報環境機構 IMC よ 吉田南構内共通事務部 AD3

人文科学研究所 IRH り 理学研究科・理学部 SCI

す 数理解析研究所 RMS LIB

【2022年4月1日現在】 せ 生存圏研究所 RSH XXX

名誉教授

学外者 ※身分コードを参照

非常勤職員 122
各種補佐員（事務、技術、技能、教務など）、
研究支援推進員など。

身分コード（STATUS CODE）

非常勤教員 112
非常勤講師、客員教員(研究員)、特任教員(研究員)、
医員･研修医、外国人研究者、科研研究員など。

院生に準ず 229

部局コード（FACULTY CODE）

総合人間学部　→人間･環境学研究科に同じ
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