
別紙様式3-1（第11条関係）

令和　　年　　月　　日

島根大学附属図書館長　殿

(申込者)

(使用条件)
1 上記の目的以外に使用しないこと。

2

3

4 著作権法その他の法的な問題が生じた場合は、申請者がすべての責任を負うこと。

使用に際しては、島根大学附属図書館の所蔵であること及び図書館が指定する資料の標題
を表示すること。

当該資料を使用した出版物等の成果物又はそのコピーを1部島根大学附属図書館に寄贈す
ること。

記

⑦ 出版物等における当該資料の使用割合
(例)全○○巻の内○○巻、全○○頁の内○○頁

5 複製物の希望 □　希望無し　　　　□　希望あり

⑤ 発行予定部数

⑥ 頒布予定価格

③ 編集責任者名

④ 発行・放映・展示会開催予定年月日

① 出版物名称・放映タイトル・展示会名称等

② 出版者・放送局名・展示会主催者等

2 使用方法　＊該当する□にチェックすること

□復刻・翻刻　　□出版物(電子媒体を含む)への掲載　　□放映　　□展示
□インターネット・ホームページへの掲載　　□その他(　　　　　　　　　　)

3 使用目的

4 ＊該当する項目に記入すること

E-mail

　貴館所蔵の貴重資料等について、次のとおり使用したいので許可をお願いします。なお、
使用に当たっては下記使用条件を遵守いたします。

1
資料名

使用箇所

住所

TEL

FAX

復刻・翻刻及び掲載等許可願

氏　名
*自著または

押印
所　属

これは“復刻・翻刻及び掲載等許可願”について、英語で記入方法を説明するものです。

This explains how to fill out "The Application for Reprint or Publication of Valuable Materials" in English.

Date of Application
(Japanese calendar notation)

Dear the Director of Shimane University Library

a) Name
* Signature or Seal

b) Affiliation
c) Address
d) Phone Number
e) Fax Number
f) E-mail Address

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 

f) 

h) 

i) 

j) 

k) 

As shown below, I would like to use valuable materials managed by Shimane University Library, so 
please give me permission. Once permitted, I promise to comply with the following service conditions.

g) 

h) Please check (☑) the applicable usage. 
h-1) Reprint h-2) Publications Including Electronic Media
h-3) Broadcast h-4) Exhibition
h-5) Uploading on the Web h-6) Others

i) The Purpose You Want to Use
j) Please fill in the applicable items.

j-1) Name of Publication, Broadcast, Exhibition, etc.
j-2) Publisher, Broadcasting Station, Exhibiton Organizer, etc.
j-3) Editor Name
j-4) Scheduled Date of Publication, Broadcasting, Exhibition, etc.
j-5) Number of Copies to be Issued
j-6) Planned Sales Price
j-7) Percentage of Use of the Material in publications, etc.

ex) xx volumes/pages of all yy volumes/pages

g-1) The Material You Want to Use
g-2) The Part You Want to Use

1 2 3 4 
5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

k) Do you already have a copy? j-1) Yes j-2) No

1 2 

本サービスは島根大学附属図書館貴重資料等の取扱に関する要項に基づきます。ただし本要項の英

訳はありませんので、詳細についてはお問い合わせください。

This service is based on the guidelines for handling valuable materials of Shimane University Library. 
However, there is no English translation of this guide line, so please contact us for details.

[Service Conditions]
1) You couldn't use the materials for any purpose other than the above.
2) When using the materials, it is necessary to explain that they are held by Shimane University Library 
and to display the title of the materials named by the library.
3) Something made using the material, such as a publication, should be donated to Shimane University 
Library. This can be a copy.
4) In the case of copyright law or other legal issues, the applicant is solely responsible.


