
早稲⽥⼤学図書館⻑ 殿 To: Director of Waseda University Libraries

学術院⻑ 殿 To: Senior Deans

利⽤⽬的
Purpose of use

※具体的に記入してください。
※Please be specific.

写真貼付欄
Attach Photo Here

①縦4cm×横3cm枠なし

①4cm x 3cm, unframed

②証明書用カラー写真

②Color photo taken for

certificate purpose

学籍番号
Student Number

フリガナ

氏 名
Name

所 属
Affiliation

学部／研究科
Undergraduate School/Graduate School

学科／専攻
Department (Gakka)/Major (Senkou)

専修／コース／論系
Major (Senshu)/Course/Ronkei

連 絡 先
TEL / E-mail

割印（承認印）

２０    年     ⽉     ⽇
（Year） （Month） （Day）

中央図書館・各キャンパス図書館入館願 兼 各学術院学生読書室・教員図書室入室願

Access Request Form for Central / Campus Libraries, Student Reading Rooms / School Libraries belonging to each Faculty

以下の学生について、中央図書館・各キャンパス図書館への入館および各学術院学生読書室・教員図書

室への入室を許可していただきたくお願いいたします。
It is requested that the following student be granted access to Central / Campus Libraries, Student Reading Rooms and School Libraries

that belong to each Faculty.

理⼯学術院

入館・入室可能日
Permitted Date of Entry

２０     年     ⽉     ⽇ （     ）
Permitted Date of Entry

２０     年     ⽉     ⽇ （     ）
（Year） （Month） （Day）

＊ 入館・入室の際は、本紙を図書館受付に提示してください。 学生証

再発⾏申請

学生所属箇所

承認印This form must be presented to the library counter upon entry.

【注意事項（Note）】
＊ サインペンまたはボールペンを使用し、楷書で明瞭に記入してください。

Please print legibly with a marker or ball point pen.

＊ この入館願で入館・入室可能日欄に記載された当日のみ入館・入室（図書の閲覧および複写）が許可されますが、図書の貸出は

許可されません。

This form will entitle you to enter the libraries and reading rooms ONLY on the date specified in the column headed “Permitted Date of Entry”.

You may browse or photocopy materials but may not check out any items.

＊ 対象は、中央図書館および各キャンパス図書館（⾼⽥早苗記念研究（院⽣のみ）、⼾⼭、理⼯学、所沢）と各学術院学⽣読書室

および教員図書室（院生のみ）とします。

This form is valid in Central / Campus Libraries including Toyama Library, Science and Engineering Library, Tokorozawa Library, and S. Takata

Memorial Research Library (for graduate students only), and Student Reading Rooms / School Libraries (for graduate students only) belonging to

each Faculty.

＊ 学⽣証を紛失した場合は、所属学部・研究科事務所で学⽣証の再発⾏申請を⾏ってください。

済 ・ 未

月 日

If you have lost your Student ID, you may obtain a replacement ID card from the office of your affiliation.

＊ 所属学部・研究科事務所の承認印がないものは無効です。

This form is invalid unless it bears a seal of approval from the office of your affiliation.


