
湖南市立石部図書館　　電話　0748-77-6252 湖南市立石部図書館　　電話　0748-77-6252
　　　　甲西図書館　　電話　0748-72-5550 　　　　甲西図書館　　電話　0748-72-5550

　　（ﾘｸｴｽﾄｶｰﾄﾞ） 太枠の中だけご記入し、必ずカウンターにお持ち下さい。 　　（ﾘｸｴｽﾄｶｰﾄﾞ） 太枠の中だけご記入し、必ずカウンターにお持ち下さい。
  

・ 連絡があってから７日以内に取りに来てください。 ・ 連絡があってから７日以内に取りに来てください。

・ 予約は、お１人本１５冊・ＣＤ５点・ビデオ２点までです。 ・ 予約は、お１人本１５冊・ＣＤ５点・ビデオ２点までです。

・ ＣＤ・ビデオについては湖南市立図書館に所蔵している資料のみ予約受付します。 ・ ＣＤ・ビデオについては湖南市立図書館に所蔵している資料のみ予約受付します。

よみたい本 よみたい本

（ＣＤ、ビデオのタイトル） （ＣＤ、ビデオのタイトル）

フリガナ 利用カードのばんごう フリガナ 利用カードのばんごう

おなまえ おなまえ

 □メール（登録された方のみ選べます。未登録の方は下記にメールアドレスをご記入ください。） □連絡不要  □メール（登録された方のみ選べます。未登録の方は下記にメールアドレスをご記入ください。） □連絡不要

 メールアドレス □書名を家族に伝えてもよい  メールアドレス □書名を家族に伝えてもよい

 □でんわ （自・職）　番号　　   　　　-　       　　　　- □留守番電話には入れない  □でんわ （自・職）　番号　　   　　　-　       　　　　- □留守番電話には入れない

受取希望場所　　　　 □石部館　　□甲西館　　□移動図書館（　　　　　　　　　）　　　 受取希望場所　　　　 □石部館　　□甲西館　　□移動図書館（　　　　　　　　　）　　　

　　　　月　　　　　日を過ぎたら不要です（図書館からは連絡しません） 　　　　月　　　　　日を過ぎたら不要です（図書館からは連絡しません）

よみたい本 よみたい本

（ＣＤ、ビデオのタイトル） （ＣＤ、ビデオのタイトル）

本をかいた人 本をかいた人

（アーティストのなまえなど） （アーティストのなまえなど）

出版社 資料番号 出版社 資料番号

（CD/ビデオ） （CD/ビデオ）

ISBN 978-4- ISBN 978-4-

出版年　　　　  価格　　　 　　　　請求記号　   　　　　　　ＭＡＲＣ　　　　　　 出版年　　　　  価格　　　 　　　　請求記号　   　　　　　　ＭＡＲＣ　　　　　　

予約日 □石部館 □甲西館 □ＢＭ（　　　　　　　　　　　　　　） □電話 予約日 □石部館 □甲西館 □ＢＭ（　　　　　　　　　　　　　　） □電話

（時間） □書架 （　甲　・　石　・　ＢＭ　） □書庫 （時間） □書架 （　甲　・　石　・　ＢＭ　） □書庫

引当日 □貸出中返却予定日 　　　 □最新 番目 引当日 □貸出中返却予定日 　　　 □最新 番目

連絡日 □総目（　有　・　無　） 連絡日 □総目（　有　・　無　）

貸出日 □発注中 □購入　発注日 受入日 貸出日 □発注中 □購入　発注日 受入日

特記 □借用 県立（在・貸　　　・予　　　 ・ 無 ） その他 特記 □借用 県立（在・貸　　　・予　　　 ・ 無 ） その他

依頼日 借受日 返却日 依頼日 借受日 返却日
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