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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。
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項　　目　 担　　当
●履修関係，修学指導等
●休学，復学，退学，留学，転学部，
　転学科，住所変更等
●各種証明書の発行
●教育実習，介護等体験
●資格取得
●大学院の入試

各学部（研究科）の窓口はP22～ P23
を参照してください。

●各種証明書の発行
●学生証
●単位互換
●授業評価
●学位

学務部学務企画課
　教育支援グループ　学務企画担当
　　場所：一般教育棟Ａ棟２階
　　☎　：086-251-8423　

●教養教育の授業の実施，履修 学務部学務企画課
　教育支援グループ　教養教育担当
　　場所：一般教育棟Ａ棟２階
　　☎　：086-251-8433

●学生支援コンシェルジュ
●奨学金
●授業料及び入学料免除
●女子学生寮
●学生教育研究災害傷害保険
●学割証・通学証明書の発行
●正課外活動
●�施設利用（体育館・サッカー場・野球
場・大学会館・合宿所など）

学務部学生支援課
　学生生活・正課外活動グループ
　　場所：一般教育棟Ａ棟２階
　　☎　：086-251-7182

●就職支援
●全学対象の求人受付
●インターンシップ

学務部学生支援課
　キャリア支援グループ
　　場所：大学会館１階
　　☎　：086-251-7198

■学務関係の主な事務窓口は以下のとおりです。

１  大学の窓口

B 大学の窓口・大学からの周知方法
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項　　目 担　　当
学生生活に関することについてどこに相談すればよい
か迷う場合，学内外の相談窓口の案内や助言等を行い
ます。

総合相談窓口

心配ごとや困ったことが起きた時，気軽に学生相談室
を訪ねてください。カウンセラーが相談にのります。

学生相談室

障がいのある学生に対するサポートの総合窓口です。
障がい学生支援の専任教員が相談にのります。

障がい学生支援室

スポーツ障害・トレーニング相談，スポーツ講習会，
用具・施設の利用支援などを行っていますのでご相談
ください。

スポーツ支援室

「進路・就職支援」と「学生生活支援」のサポートを
しています。

キャリア・学生支援室

皆さんの身体と心の健康をサポートする施設です。 保健管理センター
女性教職員・女性研究者・学生の方々が抱える様々な
悩みを受け入れ，話し相手が得られる相談窓口です。

女性サポート相談室

各種ハラスメントについて，相談を受け付けています。
専任相談員が対応します。

ハラスメント防止対策室

本学における不正行為の早期発見と是正を図るため，
学内に公益通報・相談窓口を設けています。

公益通報・相談窓口

●入学試験
●大学入試センター試験
●学生募集要項
●大学案内
●大学進学説明会等

学務部入試課
　　場所：大学会館１階
　　☎　：086-251-7295

●学務情報システムの開発・管理
●運用及び保守

学務情報システム開発室

●ＩＣＴ（情報通信技術）サービス
●岡大ＩＤ・パスワード

情報統括センター
　　☎　：086-251-7232

●留学（派遣）相談
●留学生の受入れ
●留学生の生活支援

グローバル・パートナーズ事務部
　　場所：一般教育棟Ｃ棟１階
　　☎　：086-251-7037
　　☎　：086-251-7051

●自動車・自動二輪車及び
　原動機付自転車の入構許可

安全衛生部安全管理課
　安全管理グループ
　　場所：本部棟３階
　　☎　：086-251-7289

■学生関係の主な専門スタッフ窓口は以下のとおりです。
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学　　部 担　　当 電話番号 場　　所

文学部 大学院社会文化科学研究科等
事務部　文学部教務担当 086-251-7370

文・法・
経済学部
１号館１階

法学部（夜間主
コースを含む）

大学院社会文化科学研究科等
事務部　法学部教務担当 086-251-7364

経済学部（夜間主
コースを含む）

大学院社会文化科学研究科等
事務部　経済学部教務担当 086-251-7365

教育学部 教育学系事務部　教務学生係 086-251-7598 教育学部
講義棟１階

理学部 自然系研究科等事務部
理学部事務室教務学生担当 086-251-7778

理学部棟
１号館１階マッチング

プログラムコース

自然系研究科等
事務部　理学部事務室マッチング
プログラムコース担当

086-251-7763

グローバル・
ディスカバリー
プログラム

グローバル・ディスカバリー・
プログラム事務室教務担当 086-251-7915 一般教育棟

Ｄ棟６階

薬学部 大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　薬学系事務室教務学生担当 086-251-7923 薬学部棟

本館１階

工学部 自然系研究科等
事務部　学務課工学部担当 086-251-8018 工学部棟

１号館１階

環境理工学部 自然系研究科等
事務部　環境理工学部事務室教務担当 086-251-8815 環境理工学部棟

２階

農学部 自然系研究科等
事務部　農学部事務室教務学生担当 086-251-8286 農学部棟

１号館１階

医学部
医学科

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部
学務課教務グループ医学部医学科担当

086-235-7020

管理棟１階

医学部
保健学科

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　学務課教務グループ医学部
保健学科・保健学研究科担当

086-235-7984

歯学部
大学院医歯薬学総合研究科等
事務部
学務課教務グループ歯学部担当

086-235-6627 歯学部棟２階

■各学部の事務窓口（学務関係）は以下のとおりです。
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研究科 担　　当 電話番号 場　　所
社会文化科学
研究科

大学院社会文化科学研究科等
事務部　社会文化科学研究科教務担当 086-251-7357

文・法・経済学
部１号館１階

法務研究科 大学院社会文化科学研究科等
事務部　法務研究科教務担当 086-251-7358

教育学研究科 教育学系　事務部　教務学生係 086-251-7604 教育学部講義棟１階

自然科学研究科
博士前期課程（理学系）

自然系研究科等
事務部　理学部事務室教務学生担当 086-251-7778 理学部棟１号館１階

医歯薬学総合研究科
博士前期課程
博士後期課程
博士課程（薬学系）

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　薬学系事務室教務学生担当 086-251-7923 薬学部棟本館１階

自然科学研究科
博士前期課程（工学系）

自然系研究科等
事務部　学務課大学院担当 086-251-8576 工学部棟１号館１階

環境生命科学研究科
博士前期課程
（環境理工学系）

自然系研究科等
事務部　環境理工学部事務室教務担当 086-251-8815 環境理工学部棟２階

環境生命科学研究科
博士前期課程（農学系）

自然系研究科等
事務部　農学部事務室教務学生担当 086-251-8286 農学部棟１号館１階

自然科学研究科
博士後期課程 自然系研究科等

事務部　学務課大学院担当 086-251-8576 工学部棟１号館１階環境生命科学研究科
博士後期課程

保健学研究科
大学院医歯薬学総合研究科等�
事務部　学務課教務グループ医学
部保健学科・保健学研究科担当

086-235-7984

管理棟１階
医歯薬学総合研究科
修士課程
博士課程（医学系）

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　学務課教務グループ大学院担当 086-235-7986

医歯薬学総合研究科
博士課程（歯学系）

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　学務課教務グループ歯学部担当 086-235-6627 歯学部棟２階

■各研究科の事務窓口（学務関係）は以下のとおりです。

■各専攻科・別科の事務窓口（学務関係）は以下のとおりです。

専攻科・別科 担　　当 電話番号 場　　所
特別支援教育特別専攻科 教育学系

事務部教務学生係
086-251-7600 教育学部講義棟

１階養護教諭特別別科 086-251-7599

CAMPUS BOOK 201722

学　　部 担　　当 電話番号 場　　所

文学部 大学院社会文化科学研究科等
事務部　文学部教務担当 086-251-7370

文・法・
経済学部
１号館１階

法学部（夜間主
コースを含む）

大学院社会文化科学研究科等
事務部　法学部教務担当 086-251-7364

経済学部（夜間主
コースを含む）

大学院社会文化科学研究科等
事務部　経済学部教務担当 086-251-7365

教育学部 教育学系事務部　教務学生係 086-251-7598 教育学部
講義棟１階

理学部 自然系研究科等事務部
理学部事務室教務学生担当 086-251-7778

理学部棟
１号館１階マッチング

プログラムコース

自然系研究科等
事務部　理学部事務室マッチング
プログラムコース担当

086-251-7763

グローバル・
ディスカバリー
プログラム

グローバル・ディスカバリー・
プログラム事務室教務担当 086-251-7915 一般教育棟

Ｄ棟６階

薬学部 大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　薬学系事務室教務学生担当 086-251-7923 薬学部棟

本館１階

工学部 自然系研究科等
事務部　学務課工学部担当 086-251-8018 工学部棟

１号館１階

環境理工学部 自然系研究科等
事務部　環境理工学部事務室教務担当 086-251-8815 環境理工学部棟

２階

農学部 自然系研究科等
事務部　農学部事務室教務学生担当 086-251-8286 農学部棟

１号館１階

医学部
医学科

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部
学務課教務グループ医学部医学科担当

086-235-7020

管理棟１階

医学部
保健学科

大学院医歯薬学総合研究科等
事務部　学務課教務グループ医学部
保健学科・保健学研究科担当

086-235-7984

歯学部
大学院医歯薬学総合研究科等
事務部
学務課教務グループ歯学部担当

086-235-6627 歯学部棟２階

■各学部の事務窓口（学務関係）は以下のとおりです。
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２  大学から学生への周知方法
■掲示でお知らせ
�　大学から皆さんへの周知（履修案内，休講・補講，集中講義の開講，授業料免除申
請関係，奨学金出願手続関係など）は，原則として掲示で行います。
�　１日に一度は必ず掲示板を見る習慣をつけてください。
　掲示板の見落としによる思わぬ不利益，不都合は自己責任です。

■Gmailでお知らせ
�　掲示による周知を補完するものとして，本学の付与するGmailアドレスあてにE
メールによるお知らせを行っています。
�　なお，Gmailでのお知らせは，掲示による周知内容の概要をお知らせするものです
ので，詳細については必ず掲示により確認を行ってください。
�　また，Gmailから携帯電話等へ転送設定を行うなどして，常にGmailの内容を確認
するよう心がけてください。

■電話でお知らせ
　個別にお知らせが必要な場合，電話連絡を行う場合があります。
�　授業中等で電話にでられない場合，留守番電話機能を利用したり，終了後，着信履
歴を確認するようにしてください。
　電話番号に変更があった場合は，必ず学務システムに登録されている電話番号を修
正してください。

■ホームページでお知らせ
　気象警報の発表による授業等の休講など，重要なお知らせは，岡山大学ホームペー
ジにも掲載しますので，確認するようにしてください。


