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医学部保健学科棟

医学部医学科
基礎医学講義実習棟

グラウンドグラウンド

テニスコートテニスコート

プールプール

（2～4年次生が主に受講する建物です）

歯学部棟

❶鹿田会館・講堂(旧生化学棟)
❷医学資料棟(旧栄養学棟)
❸附属図書館鹿田分館
❹旧RI研究センター
❺基礎医学棟
❻医学部記念会館
❼総合教育研究棟
❽基礎医学講義実習棟
❾歯学部棟／外来診療棟（医科・歯科）
❿自然生命科学研究支援センター（光・放射線情報解析部門鹿田施設）
⓫自然生命科学研究支援センター（動物資源部門鹿田施設）
⓬基礎研究棟
⓭医学部保健学科棟
⓮臨床研究棟
⓯臨床講義棟
⓰医歯薬融合型教育研究棟
⓱外来診療棟
⓲中央診療棟
⓳総合診療棟
⓴入院棟
㉑管理棟
㉒エネルギーセンター
㉓体育館／武道場
㉔校友会クラブ棟
㉕医学部正門
㉖ Junko Fukutake Hall
㉗地域医療人育成センターおかやま
　（MUSCAT CUBE）

　記念会館には、大学生協のカ
フェテリアバンビやコジカショップ
等が入っています。コジカショップで
は、医歯学系の専門書やパソコン
用品もあります。

㉖ Junko Fukutake Hall❸附属図書館鹿田分館

　事務部門が入った建物で、1階には
修学等の学生支援のための学務課、証
明書自動発行機があります。

㉑管理棟 ㉕ 医学部正門

　赤煉瓦の医学部正門は、大正11年に岡山医科大学
が設立した頃のもので、道幅拡張のために門の幅は
変わっていますが、明治3年岡山藩医学館を起源と
する医学部の歴史を感じさせます。その他にも正門
周辺には当時を思わせる建物が残っています。

❻医学部記念会館

鹿田キャンパス
CAMPUS GUIDE SHIKATA
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A 岡大生として知っておくべきこと
 交通事故にあった時，起こした時の心得について
　注意をしていても事故は起こってしまうことがあります。
　万一，事故にあった場合は，事故後の措置が大切です。

■事故が起きたら
　①ケガ人の救助，救急車を呼ぶ。☎119番
　②自動車・自動二輪車，自転車を安全な場所に移動するなど危険防止の措置をとる。
　③警察に通報する。☎110番
　④相手方の連絡先の確認と事故状況の記録をとる。
　⑤所属の教務担当窓口に報告する。

 自転車運転について
　自転車による交通事故が増加しています。交通事故は，被害者・加害者を問わず，
とてもつらく重い問題です。また，大学生の自転車運転マナーが悪いといった苦情が
多数寄せられています。
　交通ルールを守らなかった場合，道路交通法違反として懲役または罰金が科せられ
ます。
　自転車に乗る場合は，社会の一員としての自覚のもと，安全運転を心がけ，周囲に
配慮した運転を怠らないようにしてください。

〈自転車の危険運転に対する改正道路交通法が施行〉
　自転車の危険運転に対する改正道路交通法が2015年６月１日に施行されました。
　改正道路交通法では，自転車の信号無視，一時不停止，傘さし運転，携帯電話使用
運転，イヤホン使用運転などの安全運転義務違反をはじめとする14項目を危険運転
行為に指定しています。
　危険運転行為で交通違反切符の交付を３年以内に２回以上受けると「自転車運転者
講習（３時間講習・受講料5,700円）」の受講命令が下されます。命令を受け３か月
以内に受講しなければなりませんが，もし命令を無視して受講しなかった場合には，
５万円以下の罰金が科せられます。（満14歳以上は全ての人が対象）
http://www.pref.okayama.jp/page/430220.html
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 駐輪・駐車について
　大学構内・構外を問わず，駐輪・駐車場以外での駐輪・駐車は，緊急車両の進入路
の妨害や交通事故の誘発などさまざまな障害の原因となります。
　必ず定められた駐輪・駐車場を利用してください。

 盗難について
　大学構内で現金や財布等の貴重品が盗難に遭う被
害が発生しています。貴重品は必ず携帯し，机や自
転車のカゴ等に置いたままにしないでください。
　図書館，研究室，講義室などでカバン等を机の上
に置いたまま席を離れることは危険ですから，貴重
品は常に身につけましょう。
　また，自転車・バイクを駐輪するときは，盗難防
止のため鍵を２重に掛けましょう。
　特に，少しの間だけ自転車から離れるだけだから･･･と施錠を怠ることで盗難に遭
うケースが多発しています。

 忘れ物について
　授業等で忘れ物をした場合は，その建物がある付近の事務室を尋ね，届いているか
確認をしてください。
　なお，学生証等の身元が分かるものが事務室に届けられた場合は，直接または所属
学部を通して，本人に連絡します。

構内駐車許可に関する情報は，P29参照
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敷地内全面禁煙について

平成26年４月１日から　岡山大学は
キャンパス内全面禁煙！

◎キャンパス内全面禁煙です。
　歩行喫煙，自転車に乗っての喫煙，自動車内での喫煙も禁止です。
◎�学外で喫煙する場合も周囲に受動喫煙が発生しないようにご協力
ください。

　特に通行者が多い場所や通学路での喫煙は避けてください。
◎吸い殻等のポイ捨はしないでください。
　�路上や津島キャンパス座主川（市の農業用水路）などに吸い殻等を捨てない
でください。

岡山大学タバコ対策推進キャラクター
「のんすもうくん」

タバコを吸うなんてもったいない！
時間を奪われる。タバコ代がかかる。
周囲の人を病気の道連れにする。
就職が不利になることも･･･。
最初から吸わないのは簡単なこと！

ホケカンで，禁煙支援をしているよ！

岡山大学の喫煙対策に対してのお問合せ・相談先
　安全衛生部　保健衛生管理課
　TEL：（086）251-7286，8984
　Email：ROUAN@adm.okayama-u.ac.jp



11CAMPUS BOOK 2017

岡
大
生
と
し
て

知
っ
て
お
く
べ
き
こ
と

 ゴミの不法投棄禁止・騒音など迷惑行為禁止について
　本学では，約７割の学生が保護者の元を離れて暮らしています。一人暮らしであっ
ても，地域社会の一員であることに変わりないので，日常生活上のモラルを守って近
隣の人々に迷惑をかけないようにしましょう。

　岡山市では，可燃ゴミ・不燃ゴミは有料となって
います。スーパー・コンビニなどで「有料指定袋」
を購入して，居住区のゴミ出しルールに基づき，適
切な処分をしてください。
　また，居住区でゴミ出しステーションに指定され
ていない場所（他の商業施設など）に無断で投棄を
しないようにしてください。
　公共施設やアパート等において大声や騒音など，
他の人に迷惑を掛ける行為はしないようにしてくだ
さい。

 アルバイトの心得について
　アルバイトは，学業と両立できるように自分の生活設計を立て，必要度を考えるこ
とが大切です。アルバイトを行う場合は，学生としての誇りと責任ある態度で誠実に
勤務し，無断でアルバイトを止めたり，あるいは欠勤しないようにしてください。
　一方で，アルバイト先で不審な団体に勧誘されたり，詐欺にあったりするケースも
あります。アルバイト先は一般社会であり，どのような悪の手が伸びてくるかわかり
ません。アルバイトをする場合は，そのようなことにも十分注意してください。
　なお，アルバイトで求人者と労働条件等でトラブルが生じたときは，学生総合支援
センター総合相談窓口（大学会館１階），学生総合支援センター鹿田室（管理棟１階），
または学生支援課（一般教育棟A棟２階）に連絡してください。

いらっしゃいませ
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 ハラスメントについて
ハラスメントとは…
　〇ハラスメント（harassment）は，「悩ませること，困らせること」を意味します。
　〇ハラスメントは，偏見や差別に基づいた人権侵害です。

ハラスメントにあったら，どうする？
　①�自分を責める必要はありません。勇気を出して，「止めてください」「困ります」
などと自分の気持ちを相手に伝えてみましょう。

　②�信頼できる身近な人や大学の相談員に相談しましょう。自分が不快に思っている
ことがハラスメントと言えるのかわからない場合でも，一人で悩むより他の人の
意見を聞きましょう。

　③�自分が受けたハラスメントと思われる行為について，それを受けた日時・場所・
行為の内容・第三者が居合わせたかどうかなどについて，なるべく詳しい記録を
取っておきましょう。

　・嫌なことが続く中，一人で悩んでいませんか？
　・あなたの言動，誰かを傷つけていませんか？
　・教室や研究室，職場を見渡してみてください
　　�あなたの周囲でハラスメントが起きていませんか？

　「困ったな」と思ったら，ご相談ください

　ハラスメント防止対策室（専任相談員が対応）
　○津島地区　附属図書館�西館３階
　　　　　　　月～金（祝日，図書館休館日を除く）
　　　　　　　10：00～12：00,13：00～16：00
　○鹿田地区　記念会館　３階
　　　　　　　月・金（祝日を除く）
　　　　　　　13：00～16：00（予約時のみ在室）
　　予約・お問い合わせ　086-251-8511（津島）／harass1@adm.okayama-u.ac.jp

　各部局のハラスメント相談員
　�　各部局に置かれた相談員（教職員）への相談も可能です。相談員については，相
談員名簿をご覧ください。
　　　相談員名簿：�ハラスメント防止委員会ホームページ＞相談窓口の紹介＞ハラス

メント相談員

○岡山大学ハラスメント防止委員会ホームページ
　http://www.okayama-u.ac.jp/user/sex-hara/
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 メンタルヘルスについて
　現代はストレス社会といわれ，大学生も
多くのストレスを感じており，精神的に不
安定な状態になることも少なくありません。
こころの調子にも気を配ることが大切です。
　大学には保健管理センター（P70～
P72），学生相談室（P73），など，「ここ
ろの問題」について相談できるところが多
くあります。プライバシーは法律に基づき
保護されますので，気軽に相談しましょう。

 AEDの設置について
　人が倒れたり，反応がない時など，周りにいる人がすぐ
に応急手当を行えば救命の可能性は高くなります。
●�ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置場所を確認してお
こう！
　�キャンパス内の設置場所は，バリアフリーマップを参照
（P92～P94）してください。
●�救急法講習会に参加して，救急法の正しい知識や技術を
身につけておこう！
　救急法講習会は，消防署，日本赤十字社，大学構内でも実施しています。

 国民年金について
　国民年金は，老後の生活保障等の目的のために設けられている制度で，日本在住の
20歳以上の方は必ず国民年金に加入し，保険料を納めなければなりません。
　みなさんも20歳になったら必ず加入手続きを行ってください。なお，学生につい
ては，申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けら
れています。詳しくはホームページを参照してください。

国民年金に関する情報

　 検索日本年金機構 ×
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 生活トラブルについて
＜身に覚えのない架空請求＞
　身に覚えのないインターネットサイトの利用料などの支払いを求める架空請求につ
いて，電子メール，ハガキ，封書等で督促される事例が全国で多発しています。
　○身に覚えがない場合は，無視しましょう。
　○�誤って督促元に連絡してしまった場合でも，自分の個人情報を教えてはいけませ
ん。

　○不安な場合は，居住地区の消費生活センターまたは警察へ相談してください。

＜悪徳商法＞
　学生をターゲットにしたトラブルが増えています。充分気をつけてください。
　○�マルチ商法／健康食品や化粧品などを販売しながら会員を勧誘すると収入が得ら
れるとして，会員を増やしながら商品を販売していく商法です。

　○�キャッチセールス／街頭でアンケート調査などを装い，別の場所へ連れて行き，
言葉巧みに高額な商品の購入や契約をさせられます。

　このほかにも悪徳商法は多数ありますが，悪徳商法により契約・購入してしまった
場合でも「クーリングオフ制度」により，解約できる場合があります。ただし，通信
販売など，クーリングオフできない場合もありますので，詳細をホームページまたは
消費生活センターで確認してください。

問い合わせ先
岡山県消費生活センター　〔電話〕�（086）226-0999
※受付時間／火曜日～日曜日（祝日，年末年始を除く）
　　　　　　９：00～16：00

クーリングオフに関する情報

　 検索国民生活センター　クーリングオフ ×
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 日常の防犯対策について
　大学生になり，勉強やサークル活動，アルバイト等で夜間に帰宅することも増え，
また一人暮らしを始める方も多いと思います。
　以下の防犯対策を日頃から心掛け，被害に遭わないようにしてください。

　○�夜間の一人歩きは避け，明るく安全な道を
通りましょう。

　○防犯ブザーを携帯しておきましょう。
　○�一人暮らしをしている場合，施錠の徹底を
してください。帰宅したら，すぐに玄関の
施錠をしましょう。

　○�施錠は玄関だけでなく，トイレ・風呂場・
ベランダなど全ての窓の鍵を確認しましょ
う。２階以上の部屋でも，夜間に窓を開け
たまま就寝し，窓から侵入されるケースが
発生しています。

　○不審者を目撃した場合は，警察及び所属学部へ報告してください。

 薬物の危険性について
　近年，若者による大麻・麻薬・覚せい剤・危
険ドラッグなどの薬物乱用や不法所持などによ
る逮捕が大きな問題となっています。
　これらの薬物は，たった１回の使用のつもり
がいつの間にか中毒になり，肉体や精神の破壊
を引き起こします。「興味本位で」「１回だけな
ら」という安易な考えは捨ててください。
　薬物を所持・使用することは，犯罪です。当
然のことながら大学としても退学等を含む厳し
い処分を科すことになり，社会的にも大きな制
裁を受けます。
　充実した学生生活を送るためにも，心身ともに健康な状態を維持するためにも，大
麻・麻薬・覚せい剤・危険ドラッグなどの薬物に手を伸ばしたり，勧誘に乗ったりし
ないようにしましょう。例えば「やせ薬」などと称してだまされ，習慣性に陥ること
もありますので特に注意してください。
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 飲酒事故（急性アルコール中毒）防止について
　サークルや研究室の飲み会など，大学生になり成人すると飲酒の機会がありますが，
お酒を全く飲めない人や弱い人も大勢います。アルコールは，個人の体質や体調，イッ
キ飲みなどにより，急性アルコール中毒や最悪の場合は死に至る重大な事故を引き起
こすことがあります。
　飲酒の席では，「イッキ飲みしない」ことが大前提ですが，「イッキ飲み」をさせな
いことも大切なルールの一つです。また，泥酔者を放置した場合は，周囲の者で責任
が問われます。

　飲酒に当たっては，次の点に留意し，節度ある飲み方をしてください。
　・未成年者の飲酒は法律違反です。
　・イッキ飲みはしない，させない。
　・飲酒の強要は絶対にしてはいけません。
　・他人に迷惑を掛ける行為はしないこと。
　・�飲酒によって体調がおかしくなった学生が
出たときは，救急車を呼ぶなど，適切で速
やかな対応をとること。

 カルト系集団の勧誘について
　カルト系集団のほとんどは，自分たちの宗教団体名を名乗った勧誘はしません。多
くの場合は，ごく一般的な内容のサークルを作り（スポーツ，ボランティア，音楽，
ダンス，料理など），勧誘しています。
　勧誘している人たちは，優しく親切で，あなたのことを褒めてくれ，受け入れてく
れるので，非常に居心地の良い場所かもしれません。しかし，メンバーになると，特
定の教義に考え方が支配され，今までの家族関係，友人関係が断ち切られ，人生の大
事な時期が損なわれることになってしまいます。

飲酒による事故の事例
○Ａ大学：�　懇親会で飲酒した学生が，参加者同士で互いにあおり

ながらイッキ飲みを繰り返す等，短時間に大量の酒を飲ん
だため，死亡した。

○Ｂ大学：�　合宿で学生とOBが飲酒を行い，翌朝，1年生男子が布
団の中で吐しゃ物をのどに詰まらせているのが見つかり，
病院に運ばれたが，まもなく死亡した。
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　これらの団体は，サークルへの勧誘
以外にも，「アンケートに協力してく
ださい」，「履修指導の説明会をしま
す」，「人生を考えるセミナーに参加し
ませんか」と言って近づいてくる場合
もあります。そのような時は，
　※�変に親切心を出さず，無視するか
短くきっぱり断り，速やかにその場を去る。

　※�知らない人には，電話番号，メールアドレス，住所，大学名などを絶対に教えな
い。

　これらの手口に十分注意するとともに，常に身の回りには危険がある，ということ
を認識してください。
　不審な勧誘を見かけたり，自分が勧誘を受けたりした時は，学生総合支援センター
総合相談窓口（大学会館１階），学生総合支援センター鹿田室（管理棟１階），又は学
生支援課（一般教育棟A棟２階）にお知らせください。

 サークル加入に当たっての注意について
　新入生の皆さんのサークルへの期待は大きいと思います。本学でも，正課外活動の
場として大学が公認した校友会クラブを中心に公認同好会サークルが活発に活動して
います。しかし，「大学のサークルへの勧誘」と称して色々な声をかけてくる者（グルー
プ）もいますので，加入に当たっては各自が注意深く判断してください。
　なお，新入生勧誘活動期間（４月～５月）に公認団体が勧誘する場合には，大学独
自の腕章を着用しています。
　本学の公認団体は，岡山大学ホームページ＞学生生活＞サークル活動に記載があり
ます。

カルトに対する岡山大学の基本方針
１　大学は学生の思想・信条については関与しない。
２�　学生がカルト系集団に関わることで，人権侵害や人格破壊につ
ながる恐れがあると認められる場合は，学生に対する安全配慮義
務により，保護者に情報を提供する。
３�　カルト系集団から勧誘被害にあった学生が，脱会のために援助
を求めてきた場合や，脱会後に学生生活を過ごす上で援助を必要
とする場合は，大学としてできる限りの支援を行う。

学部は？

名前は？
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 明日起こるかも知れない災害に備えましょう
　西日本全域に及ぶ超広域震災として，今後30年以内に，東南海地震が約70％，南
海地震が約60％の確率で発生すると予想されています。発災後，行政の支援がすぐ
にやって来るとは限りません。最低３日間は自分で対応できるように，生活の中で防
災を取り入れて，日頃から災害に備えるようにしましょう。

①日頃から確認しましょう
　自宅や大学周辺，アルバイト先の地域はどのような災害が想定されるか確認しま
しょう。また，公衆電話（停電時や通信規制時も利用可能）や避難所の位置を確認し
ておきましょう。

◆岡山市防災情報マップ（津波や洪水の想定，避難施設の位置など）
　http://www.city.okayama.jp/category/category_00000132.html

②非常持ち出し袋や備蓄品を用意しましょう
　日常生活の中で，災害時に利用できるものを，半分無くなったら買い足しながら使
うようにしましょう。
　○缶詰や乾物・レトルト食品など
　○飲料水は１日最低３リットル必要（３日分９リットル用意）
　○普段服用している薬や生理用品など
　○懐中電灯や携帯ラジオなど

③万が一災害が起こったら
　地震のとき･･･
　　○身の安全を確保
　　○避難用の出口を確保
　　○エレベーターに乗っているときはすべての階のボタンを押す
　　○身近にある電気のスイッチとブレーカを切る
　　○ガス器具のスイッチを切り，元栓を閉める
　　○火が出た場合には初期消火に努める
　　○地域の集合場所へ集合
　　○標高が低い場合は津波に備えてなるべく高台へ
　台風・大雨のとき・・・
　　○河川や斜面から離れた高い場所に早目に避難
　　○用水路のそばには近づかない
　　○不要・不急の外出は避ける

④自分が住んでいる地域の活動に関心を持ちましょう
　大学や行政，町内会などで防災訓練を実施していますので，参加してみましょう。
被災時には，近隣住民の救助，安否の確認，炊き出し，避難所の運営など，市民の力
を合わせた共助が必要です。率先して活動しましょう。


