
国立台湾図書館閲覧サービス規定
（草案） 

1、本規定は図書館法第八条に基づいて規定しています。 

2、図書館カードの申請、修正、紛失、再発行、交換、取り消しは以下の規定

に従って取り扱うものとします。 

一、図書館カードの申請 

（一）館内で図書館カードを申請 

1.個人用図書館カード 

(1）中華民国の国民は、本人の身分証明書、戸口名簿または運転免

許証の原本を提出してください。 

(2）外国籍の方は有効なパスポート、居留証または大使館の証明書

類の原本を提出してください。 

(3）12歳未満のお子様は両親または保護者が代理人として双方の

証明書類を提出してください。 

(4）申請者が直接図書館カードを申請できない場合、委任状を作成

し、代理人が申請者と代理人の身分証明書の原本を提出してく

ださい。双方の証明書にて直系の親族または配偶者であること

が証明できる場合、委任状の作成は不要です。精神障害などに

よる制限行為能力者の場合、直系の親族または法定代理人が申

請できます。 

(5）当館の図書館カードまたはお持ちの悠遊カードのどちらかをお

選びいただけます。 

2.プラチナ図書館カード：当館の貸出奨励基準を満たしている場合、

元の個人用図書館カードで申請できます。 

3.家族用図書館カード：中華民国の国民は身分証明書、戸口名簿の原

本または 3か月以内の戸籍謄本を提出して

ください。 

4.学級用図書館カード：公立・私立中学校、小学校、幼稚園の担任が

教育職員免許状、身分証明書または政府が発

行した証明書類の原本を提出してください。 

(二）図書館カードのオンライン申請 



1.当館のオンライン申請ページにアクセスして各欄を入力し、申請す

る図書館カードの種類に応じて必要な証明書の画像ファイルをア

ップロードしてください。 

2.申請する図書館カードの種類に応じて必要な書類を当館の流通サ

ービスカウンターに提出し、手続きが完了すると、その場で図書館

カードが発行されます。 

(三）バーチャル図書館カードのオンライン申請 

1.当館のオンライン申請ページにアクセスして各欄を入力し、申請す

る図書館カードの種類に応じて必要な証明書の画像ファイルをア

ップロードしてください。 

2.申請する図書館カードの種類に応じて必要な身分証明書の画像フ

ァイルを当館の指定したメールアドレスに送信してください。当館

の審査に合格するとバーチャル図書館カードが発行されます。 

3.バーチャル図書館カードは当館の電子情報資源のみ使用でき、物理

的な図書資料を借りることはできません。 

二、図書館カードの有効期限 

（一）個人用図書館カードと家族用図書館カードの有効期限は 5年、

学級用図書館カードの有効期限は 1年です。中国籍の方及び外国

籍の方の図書館カードの有効期限は居留期限と同じとなり、居留

期限が延長されると更新することができます。バーチャル図書館

カードの有効期限は 5年です。 

（二）図書館カードの有効期限の延長や情報の変更を申請する場合は、

元の図書館カードと身分証明書を提出してください。バーチャル

図書館カードの有効期限の延長や情報の変更を申請する場合は、

身分証明書のファイルを当館の指定したメールアドレスに送信し

てください。 

三、図書館カードの修正、紛失、再発行、交換 

（一）それぞれの図書館カードは 1人（家族/団体）1枚のみ申請でき

ます。申請内容に変更がある場合は、当館に変更を申請してくだ

さい。図書館カードを紛失した場合は、すぐに当館に紛失届を提

出してください。紛失届を提出していない、または貸与による不

正使用で当館に損失が発生した場合、元の所有者（お子様の場合

は両親または保護者）が損害賠償責任を負うものとします。 



（二）図書館カードの破損により交換を申請する場合、元の図書館カ

ードと身分証明書が必要となります。料金は発生しません（悠遊

図書館カードを交換する場合、悠遊カードが必要です）。 

（三）図書館カードを紛失し、再発行を申請する場合、手数料として

NTD 50が必要となります。取り消し後に再申請する場合も同様

です。悠遊カードで図書館カードを再発行する場合や、モバイル

図書館カードへの変更は無料です。悠遊カードの使用をやめ、一

般の図書館カードに戻す場合、紛失による再発行と同等のものと

して扱い、手数料として NTD 50が必要となります（これまでに

一般の図書館カードを申請したことがない場合、初回の交換は無

料）。 

（四）初めてバーチャル図書館カードに交換する場合は、初回の申請

と同等のものとして扱い、料金は発生しません。 

四、図書館カードの取り消し 

（一）自主的な取り消し：出国、転居などの理由で図書館カードの取

り消しを申請する場合、本人が身分証明書

を持参するか、代理人が双方の身分証明書、

委任状を持参のうえ、申請書に記入してく

ださい。 

（二）死亡による取り消し：本人が死亡した場合、その家族または保

護者が図書館カード所有者の死亡診断書

または除籍謄本、申請者の身分証明書を

持参のうえ、申請書に記入してください。 

 

3、当館は便利に図書情報をご利用いただけるよう、以下の閲覧エリアを設置

しています。 

一、親子資料センター 

二、視覚障害者資料センター 

三、情報検索エリア 

四、定期刊行物エリア 

五、視聴覚資料エリア 

六、中国語/外国語図書エリア 

七、参考書エリア 



八、台湾学研究センター 

九、自習室 

十、青少年読書エリア 

十一、高齢者専用資源エリア 

十二、多元文化資源エリア 

十三、モバイル端末エリア 

各閲覧エリアの開館時間と閲覧要点は別途定めています。 

4、利用者は当館の各閲覧エリアに陳列されている図書情報を自由に閲覧でき

ます。閲覧後は元の場所または指定された場所へ戻してください。エリア

外に持ちだす場合は、規定に従って登録または手続きをしてください。 

5、当館の各閲覧エリアは図書情報の精査、整理またはその他の必要に応じて、

一時的に閉鎖される場合があります。 

6、図書資料の貸出 

一、図書資料を借りる場合、本人の図書館カードまたは家族用図書館カー

ドが必要です。代理人が申請する場合は委任状、委託者と代理人の身

分証明書の原本を提示してください。双方の証明書にて直系の親族ま

たは配偶者であることが証明できる場合、委任状の作成は不要です。 

二、学級用図書館カードで借りる場合は、担任が手続きをしてください。 

三、館外貸出可能数（冊/点）と貸出期限は以下の通りです。 

（一）個人用図書館カード：20冊/点まで、30日。 

（二）プラチナ図書館カード：30冊/点まで、30日。 

（三）家族用図書館カード：30冊/点まで、30日。 

（四）学級用図書館カード：40冊/点まで、60日。 

（五）さらに 10冊の人気コレクションを 14日間借りることができま

す。延長はできません。 

四、視聴覚資料の館外貸出期限は 14日間で、貸出可能数は以下の通りで

す（学級用図書館カードは館外貸出を受け付けていません）。 

（一）個人用図書館カード：5点まで。 

（二）家族用図書館カード：10点まで。 

五、図書または視聴覚資料に付属資料がある場合、付属資料を借りなくて

も問題はありませんが、付属資料のみを借りることはできません。 

六、利用者は文化部の＜出版物及びビデオ番組のレーティング管理規制＞

の関連規定に基づいて当館の各種資料を使用してください。違反した



場合は法的責任を問われることになります。 

七、利用者は当館の図書資料を適切に保管する責任を負い、破損させたり

注釈をつけたりしてはいけません。図書資料を借りる際、自主的に検

査し、破れ、圏点、注釈、ページの欠落、汚損などを見つけた場合、

その場で職員にお知らせください。 

八、貸出延長は以下の規定に従って取り扱います。 

（一）他の利用者の予約がない図書や視聴覚資料で貸出期限の延滞や

図書館カードの有効期限切れによる利用停止がない場合、当館の

コレクション検索システムからオンラインで延長を申請できます。 

（二）延長は 1回限りとし、図書は申請翌日から 30日、視聴覚資料

は申請翌日から 14日延長されます。 

九、電子書籍の貸出可能数（冊/点）と貸出期限は、各電子書籍プラットフ

ォームとデータベースの規定に準拠します。 

十、予約サービスは以下の規定に従って取り扱います。 

(一）当館の図書館カードを持っており、延滞による利用停止がない場

合、当館のコレクション検索システムで図書資料を予約できます。

図書館カード 1枚につき 10冊/点まで。 

(二）予約した図書資料と視聴覚資料は流通サービスカウンターに届け

られます。取り置き期間は職員が確認した翌日から 5日間としキ

ャンセルはできません。メール、SMS、電話などで通知しますが、

半年以内に 5冊/点を期限内に受け取らなかった場合、期限の翌日

から 90日間予約ができなくなります。利用停止中さらに 5冊/点

を受け取らなかった場合、利用停止日から 90日間予約ができなく

なります。 

(三）予約した本を受け取る際は、予約時に使用した図書館カードが必

要です。他人の図書館カードを使うことはできません。 

(四）図書や視聴覚資料の破損・紛失などにより貸し出せない場合、当

館から利用者に通知し、予約を取り消します。 

（五）図書や視聴覚資料の予約中に館内の利用者が本棚から手に取った

場合、館内の利用者が優先され、その後予約順に貸し出されます。 

十一、図書や視聴覚資料の返却は以下の規定に従って取り扱います。 

(一)各流通サービスカウンターで返却するか、図書自動返却機、一般

の図書返却口から返却してください。 



(二)視聴覚資料やその付属資料は必ず視聴サービスカウンターで返却

してください。 

(三)付属資料のある図書や視聴覚資料は、本体と付属資料を同時に返

却してください。 

(四)郵送で返却する場合は書留で送付してください。消印の日付を返

却日とします。 

十二、当館が図書資料の緊急返却を求めた場合、通知を受け取ってから 2

日以内に返却してください。 

十三、以下の図書資料は館内でのみ閲覧できます。 

(一）状態の良い線装本、抄本、絶版、その他の特殊コレクション資

料。 

(二）台湾学研究センターのコレクション。 

(三）参考書的な叢書、参考図書、光ディスク、マイクロ資料など。 

(四）新聞（1970年以前に発行されたものは、当館の「特殊コレク

ション資料の閲覧要点」に従って取り扱います）。 

(五）定期刊行物などの逐次刊行物。 

(六)その他、館内での閲覧のみと表示されている図書資料。 

十四、延滞 

(一)延滞図書の数（冊/点）に延滞日数をかけ合わせた数が利用停止期

間となります。または利用停止 1日あたり NTD 5を延滞金として

支払います。12歳以下のお子様の場合、当館の「ボランティアサ

ービス」または「読書推進活動」に参加することで、利用停止を

取り消すことができます。少なくとも 1時間のボランティアサー

ビスや読書推進活動に 1回参加する必要があり、ボランティアサ

ービス 1時間または読書推進活動 1回が利用停止 1日に換算され

ます。取り消しの申請時に、ボランティアサービスまたは読書推

進活動に参加した時間/回数の証明書を提示してください。利用停

止と延滞金は累計で記録され、延滞による利用停止の上限は 90

日です。 

(二)延滞による利用停止日数が満了するか延滞金を支払うと、貸出、

延長、予約ができるようになります。 

(三)90日以上延滞し未返却の場合、訴訟になる場合があり、就学先、

勤務先、保護者に返却の協力を求めます。 



十五、貸し出した図書資料に紛失、破損が発生した場合、弁償または等価

賠償の規定に従い損害賠償を請求します。 

（一）弁償：原則として原物返還または新版をもって弁償します（図

書資料に付属資料、カセットテープ、光ディスクなどが

含まれる場合は一緒に弁償します）。1冊/点ごとに別途

NTD 50の手数料がかかります。弁償の手続きが済んだ

後、返却手続きに進むことができます。 

（二）等価賠償：元の図書資料を購入できない場合、以下の基準に

従い等価賠償となり、別途 NTD 50の手数料がか

かります。 

1.定価が「新台湾ドル」の場合、定価に基づきます。定価が「基

本価格」の場合、定価の 50倍とします。定価が「外貨」の場

合、中央銀行の前日終値に基づいて計算します。 

2.セット本またはセットの視聴覚資料で 1冊/点あたりの価格が

定められていない場合、平均単価に基づいて計算します。 

3.定価が表示されていない中国語の図書資料は、NTD 1/1面で

計算します。面数が不明な場合は、NTD 400/1冊で計算しま

す。外国語の図書資料は NTD 2/1面で計算します。面数が不

明な場合は、NTD 800/1冊で計算します。 

4.定価が表示されていない DVD、LDの公共放送版は NTD 

3,500/1枚、家庭版は NTD 1,000/1枚で計算します。ビデオ

テープ、VCD、CD-ROMの公共放送版は NTD 2,500/1本（枚）、

家庭版は NTD 500/1本（枚）で計算します。カセットテープ、

CDは NTD 500/1本（枚）で計算します。 

5.付属資料を紛失した場合、本体と一緒に損害賠償する必要が

あります。 

（三）災害や事故などの不可抗力により、借りた図書資料の破損や

紛失が発生した場合、関連書類と写真をあわせて申請書を提出

し、当館が認めた場合は損害賠償責任が免除されます。 

（四）図書資料の紛失による損害賠償金の支払いが完了し、領収書

を受け取った後、返還や返金を求めることはできません。 

（五）法定代理人は連帯して損害賠償責任を負うものとします。制

限行為能力者の場合、その法定代理人が損害賠償責任を負うも



のとします。 

7、当館は口頭、書面、電話、FAX、メールなどで参考に関するお問い合わせ

サービスを提供しており、利用者の資料の検索や館内の各資源の利用をサ

ポートしています。 

前述のサービスには古書、骨董品、美術品の鑑定、医療、法律問題、翻訳、

投資、資産管理、学校の宿題、その他回答に適さない事項は含まれません。 

8、インターネット情報サービス 

一、利用者はポータブルコンピュータを持参しエリア内で使用できます。

「ポータブルコンピュータを持参してインターネットを使用する際

の注意事項」または「モバイル端末の席エリアにおける使用と管理の

要点」に従ってご利用ください。 

二、情報検索エリアのコンピュータで資料を検索する場合、当館の図書館

カードをサービスカウンターの職員に提示しお手続きください。 

三、コンピュータの使用は一度に 1時間までです。他の利用者がいない場

合は延長手続きができます。 

四、コンピュータを使用した以下の行為は禁止されています。 

（一）館内外のネットワーク機器やホストコンピュータを破壊するこ

と。 

（二）コンピュータウイルスを拡散させること。 

（三）噂、暴力、攻撃、悪口などを広めること。 

（四）違法なソフトウェアのダウンロードまたはゲームで遊ぶこと。 

（五）許可なくコンピュータのプログラムを変更すること。 

（六）ポルノウェブサイトにアクセスすること。 

（七）商業活動を行うこと。 

（八）他の利用者を邪魔すること。 

（九）インターネットのセキュリティや秩序ある閲覧に影響を及ぼす

その他の不正な行為。 

上記の不適切な行為を防ぐため、当館はネットワーク監視及び管理ソ

フトウェアをインストールし、監視システムを設置できるものとしま

す。 

 

五、コンピュータで資料を印刷する場合は著作権法を順守し、当館の「手

数料と料金の基準」に従って料金をお支払いください。 



9、マイクロ資料の閲覧 

一、当館ではマイクロ資料のコレクションを閲覧しやすくするため、ロー

ルフィルムやシートフィルムのほか、リーダーを提供しています。 

当館の図書資料がマイクロ資料として複製されている場合、原則とし

てマイクロ資料の閲覧となります。 

二、マイクロ資料を借りる場合、当館の図書館カードをサービスカウンタ

ーの職員に提示しお手続きください。 

三、マイクロ資料は室内で閲覧でき、一度に借りることができるのはロー

ルフィルム 1本、シートフィルム 50枚までです。 

四、マイクロリーダーの利用は一度に 2時間までです。他の利用者に影響

がない場合は、再度手続きのうえ利用できます。 

五、許可なくマイクロリーダーを移動させたりアクセサリーを取り外した

りすることは禁止されています。操作に不明な点がある場合や、故障

している場合は職員にお伝えください。 

六、マイクロ資料を印刷する場合は著作権法を順守し、当館の「手数料と

料金の基準」に従って料金をお支払いください。 

10、当館の視覚障害者用の資料の貸出については、「視覚障害者資料センター

における図書館利用に障害のある人々への閲覧サービス要点」に従って取

り扱います。 

11、当館の特殊コレクション資料の貸出は、「特殊コレクション資料の閲覧要

点」に従って取り扱います。特殊コレクション資料の複製は、「特殊コ

レクション資料の複製申請要点」に従って取り扱います。 

12、出版社が当館のコレクション資料をリメイクする場合は、本館の「コレ

クションの借用と出版に関する管理作業要点」と「マイクロ資料の複製

と発行の要点」に従って取り扱います。 

13、その他 

一、利用者が本規定に違反し忠告を聞き入れない場合、当館は行為の詳細

に応じて閲覧資格の一時的な取り消し、退館の要請、利用権利の取り

消しなどの措置をとることができるものとします。重大な違反があっ

た場合、法に基づいて警察に通報します。 

二、図書館カードを他人（家族）に貸与することは禁止されています。他

人（家族）の図書館カードを不正に取得・使用した場合、利用資格を

一時的に取り消すか利用権利を取り消します。 



三、当館の関連施設、設備、各種コレクション、図書資料を窃盗、汚損、

破壊した場合は訴訟になる場合があり、就学先、勤務先、保護者に損

害賠償の協力を求めるほか、行動の詳細に応じて利用資格を一時的に

取り消すか利用権利を取り消します。また、必要に応じて警察に通報

して犯罪行為を明らかにするか窃盗、破壊、損壊した当館の関連施設、

設備、各種コレクション、図書資料の価格の倍額の支払いを命じます。 

四、個人の電気製品を持ち込む場合は電池を持参してください（ポータブ

ルコンピュータエリアを除く）。許可なく当館の電力を使用し、他人

や公共の場に危険をもたらした場合、法律上の損害賠償責任を負うも

のとします。 

五、法定伝染病の患者、泥酔者、悪臭を放つ者の入館、食べ物（軽食エリ

アを除く）や危険物の持ち込み、ペット（盲導犬、聴導犬、介助犬、

その訓練中の身体障害者補助犬の子犬を除く）の同伴は禁止されてい

ます。 

利用者は身なりを整え静かにご利用ください。喫煙、飲食（軽食エリ

アを除く）、睡眠、追いかけっこ、騒音を出す、販売行為、公告を貼

る、チラシを配る、席の占有、秩序ある静かな閲覧に影響を及ぼすそ

の他の行為は禁止されています。 

六、当館のロッカーの使用については、「ロッカー使用についての注意事

項」に従って取り扱います。 

七、6歳以下のお子様または日常生活において他者の支援が必要となる方

が当館を利用する場合は、直系の親族、法定扶養義務者または介助者

の付き添いが必要です。 

八、自習室（エリア）を除き、各閲覧室（エリア）で席を占有し当館以外

の図書資料を閲覧することは禁止されています。 

九、各閲覧室（エリア）に設置されている優先席や自習用以外の読書専用

席は必要としている利用者にお譲りください。 

十、団体見学や敷地内での撮影を希望する場合は、手配のため、事前に書

面またはオンラインで登録してください。 

十一、緊急時は職員の指示に従って避難してください。 

14、本規定は館務会議での承認を経た後、事務プロセスに従って発布・施行

されます。 


