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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。
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　学生証は岡山大学の学生であることを証明する大切なものです。入学時に交付しま
すので常に携帯し，紛失や破損のないよう大切に扱ってください。
　なお，本学の学生証は，ＩＣ機能と磁気ストライプ機能を付加していますので，保
管にも十分気をつけてください。
■学生証の機能
　⑴　身分証明
　⑵　ＩＣ機能
　　�　本学附属図書館の利用，定期健康診断の受付，本学建物（室）への入館（室），
授業での出席管理等へ利用

　⑶　磁気ストライプ機能
　　　本学建物（室）への入館（室）等へ利用
　⑷　岡大生協組合員証
　　�　生協電子マネー「momoca」，ミールカード，生協ポイントにはＩＣ機能を利
用しています。

■注意事項
　⑴　本学の定期試験等受験時には，必ず提示してください。
　⑵　他人に貸与又は譲渡することはできません。
　⑶�　卒業，修了，退学，除籍等により本学の学籍を離れる時は，直ちに，所属学部・
研究科の教務担当へ返納してください。

　⑷　紛失・盗難や破損の場合，速やかに再発行手続をしてください。
　⑸�　通学定期乗車券を購入する時は，学生証と通学定期乗車券発行控を提出して購
入してください。

　⑹�　通学定期乗車券又は学生用割引乗車券によって乗車船する場合には，学生証を
必ず携帯し，係員の請求があった時は，いつでも提示してください。

　⑺�　ＩＣや磁気ストライプ機能は破損することがありますので，取扱いに注意して
ください。

　詳しくは，岡山大学ホームページを参照してください。

■再発行
　学生証の再発行については，以下のとおり申し出てください。
　・紛失・盗難・磁気やＩＣ不良の場合
　　�速やかに再発行手続きをしてください。詳しくは，岡山大学ホームページや担当
窓口で確認してください。

C 各種証明・願出（届出）
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　・有効期限が切れた場合
　　�有効期限が切れた後，同じ学部・研究科等へ在籍している学生については，新し
い学生証を交付します。交付開始日や窓口等については，掲示板でお知らせしま
す。

■学生証に関する担当窓口
　　一般教育棟Ａ棟２階�学務企画課�教育支援グループ
　　（鹿田地区及び夜間主コース所属の学生は所属学部（研究科）教務担当）

２  パスワード通知書
　パスワード通知書には，学内のコンピュータや，学務システムなどを利用するため
の岡大IDとパスワードが記載されています。
　この岡大IDとパスワードを使用し，学内に設置してある証明書自動発行機により，
自分で学割証・各種証明書を発行することができます。
　このほか，パスワード通知書は，授業等においても使用しますので，大切に保管し
てください。
　※�岡大IDとパスワードを忘れた場合は，情報統括センターにお問い合わせください。

３  証明書の発行
■証明書の種類と発行手続き
　証明書には，証明書自動発行機を利用し即時発行できるものと，担当窓口に申し込
むものがあります。
　担当窓口に申込みが必要な証明書は即時発行できません。証明書によっては発行に
１週間程度を要する場合がありますので，余裕をもって申し込んでください。

○学生証に関するホームページ
　URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/student/kyomu1_4.html
○学生証に関する掲示板
　一般教育棟Ａ棟１階及び各学部（研究科）所定の掲示板
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証明書の種類 担当窓口 用途・注意事項等

学校学生生徒
旅客運賃割引証
（学割証）

証明書自動発行機

・�JRを利用し，片道100kmを超える場合に普通運
賃が2割引になります。
・�帰省，正課，正課外活動，就職試験等JRが定め
た用途による場合，利用できます。
・使用期限は発行日から３ヶ月です。

通学証明書 学生支援課 通学定期券購入に必要です。
申請後，即時発行します。

実習用通学定期用
通学証明書 学生支援課 学外実習時の通学定期券購入に必要です。申請か

ら発行まで２～３週間程度要します。

学生団体割引 学生支援課 正課外活動で団体旅行する場合に使用できます。申
請書を持参してください。

成績証明書 証明書自動発行機 成績はWebで確認できますので，不必要な発行は
絶対に行わないでください。

在学証明書 証明書自動発行機
卒業（修了）
見込証明書 証明書自動発行機 最終年次の学部学生（大学院学生）のみ

学位授与
見込証明書 証明書自動発行機 最終年次の大学院学生のみ

健康診断
証明書 証明書自動発行機

健康診断を受診した年度内に限り，５月下旬から
３月末まで発行できます。
詳しくは保健管理センター窓口又は岡山大学ホー
ムページで確認ください。

健康診断書 保健管理センター 当該年度に定期健康診断を受診した学生のみ

■証明書自動発行機の利用について
　証明書自動発行機の利用には，岡大IDとパスワードが必要です。

≪注意事項≫
　証明書の書類や所属学部（研究科）によっては出力できない場合があります。証明
書自動発行機で「証明書発行期間外です。」「成績原簿ＤＢに該当するデータが存在し
ません。」等のメッセージが表示された方は，所属学部（研究科）の教務担当窓口（学
割証は，津島キャンパスは学務部学生支援課，鹿田キャンパスは所属学部（研究科）
教務担当）にお問い合わせください。

■証明書自動発行機の設置場所
＜津島キャンパス＞
　○一般教育棟Ａ棟１階
　○文・法・経済学部１号館リフレッシュルーム　
　○教育学部講義棟玄関ホール
　○理学部本館１階理学部事務室前　就職情報コーナー
　○南福利施設（ピーチユニオン）１階ホール
＜鹿田キャンパス＞
　○医学部管理棟１階ホール



29CAMPUS BOOK 2017

各
種
証
明
・

願
出（
届
出
）

　休学，復学，退学，留学，転学部・転学科，旧姓使用等を希望する場合は，大学へ
願い出て許可を受けなければなりません。手続きにあたって注意しなければならない
こともありますので，できるだけ早めに所属学部（研究科）教務担当窓口へ手続方法
等の詳細を問い合わせしてください。
　なお，月日をさかのぼって願い出ることはできません。

５  氏名・住所等の変更
■住所等・授業料送付書送付先・保証人の変更
　本人や家庭連絡先の住所・連絡先（電話番号やE-mail等）に変更があった場合は，
速やかに学務システムへ変更内容を入力してください。
　授業料納付書送付先や保証人の変更がある場合は，所属学部（研究科）会計担当窓
口へ届け出てください。
　
■改姓名・本籍変更
　改姓・本籍変更をされた場合は，所定の届出用紙に記入のうえ，所属学部（研究科）
の教務担当窓口へ提出してください。
　なお，改姓名の届出をされた場合，氏名を変更した新しい学生証を発行し，学務部
学務企画課から連絡します（申請は不要です）。

６  自動車・自動二輪車等の駐車許可証
　自動車・自動二輪車及び原動機付自転車（以下　「車輌」という。）での入構は，駐
車許可証が必要です。駐車許可証を持たない車輌は，大学構内へは入れません。違反
車輌には，パーキングロックを掛けることにしています。許可証の交付等については，
安全衛生部安全管理課（大学本部棟３階）にご相談ください。

７  盗難・遺失物・拾得物の届出
　盗難に注意するとともに，盗難被害，遺失物，拾得物等は，速やかに，各学部（研
究科）の担当窓口又は学務企画課（財布・現金は学生支援課）へ届け出てください。

４  休学・退学・留学等
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８  学生が学内・学外で行事を行う場合
≪学内の場合≫
　行事を行う場所を管理している関係部局に届け出て，使用許可を受けてください。

≪学外の場合≫
　行事を行う学生団体の所属学部（研究科）に届け出て，行事開催の許可を受けてく
ださい。

　※�サークル活動の場合
　　�学生支援課（津島キャンパス）又は医歯薬学総合研究科等学務課（鹿田キャンパ
ス）へ。


