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G 表彰制度・懲戒処分
１  表彰制度

　岡山大学には，次のような表彰制度があります。

■岡山大学学業成績優秀賞
　この制度は，学習意欲の向上を図り，本学の学力水準の向上に寄与することを目的
として，学業成績が優秀な学生を表彰する制度です。
　学部，マッチングプログラムコース又はグローバル人材育成院から推薦された１～
３年（医学部医学科，歯学部，薬学部薬学科は１～５年）の特に優秀な学生を毎年表
彰します。表彰式は４月に行います。

■岡山大学黒正賞
　岡山大学黒正賞は，岡山大学の創設に当たって多大の功績があった黒正巌（こくしょ
う  いわお）先生の記念のために設けられたもので，卒業する学部学生のうち，学業
成績及び人物共に優秀な学生に対して，各学部長等からの推薦を経て，授与します。

■学生スポーツ賞
　学生の課外スポーツ活動において，優秀な成績を収め若しくは活動実績が認められ
た個人又は団体を表彰します。
　⑴ 国際スポーツ賞　⑵ スポーツ優秀賞　⑶ スポーツ貢献賞

■文化奨励賞
　学生の課外文化活動において，優秀な成績を収め若しくは活動実績が認められた個
人又は団体を表彰します。

２  懲戒処分
　犯罪や不正行為を行った場合，一般の社会人の場合と同様に，法的な処分の対象に
なることはいうまでもありませんが，大学では，それとは別に教育的見地から懲戒処
分を行います。

■懲戒処分の種類
　一　退　学　学生としての身分を失わせること｡
　二　停　学　一定の期間登校を停止させること。
　三　訓　告　 文書により注意を与え，将来を戒めること。

○表彰制度に関するホームページ
　　URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_b5.html
　　担当　学生支援課（一般教育棟Ａ棟２階）
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H 正課外活動
正課外活動（校友会クラブ活動）とは
　大学における教育には，正課と正課外の2つの面があります。正課とは授業として
行う教育・研究をいい，正課外とは正課以外の活動を指しますが，ここでは主として
校友会クラブ活動について述べます。
　大学においては，正課と正課外活動は車の両輪に例えられるほどに正課外活動を重
要視しています。
　学生が自主的に活動できる正課外活動は，団体活動を通じて自主性・協調性を養う
とともに，責任と義務についての自覚が備わるまたとない機会を得られる場であり，
自己を高め，青春の一時期における人格形成に非常に有意義なものと考えています。
　充実した大学生活を送るためにも，クラブ活動に参加することをお薦めします。

公認団体
■校友会
　校友会は，「自主自立の精神に基づき，文化及び体育の向上に努め，岡山大学の創
造的発展に寄与する」ことを目的として設立された本学公認の「学生自治組織」であ
り，学生自身により自主運営されています。
　本学は，校友会の活動を啓発するために，学内施設の利用や部室の貸与等，種々の
援助を行っています。

　＜校友会組織図＞

� ［平成29年２月現在］　　　

校友会

文化会　　　35クラブ

体育会　　　47クラブ

医学部分局　34クラブ

歯学部分局　�７クラブ

法学部・経済学部夜間主コース分局　2クラブ
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■その他の公認団体
　校友会に所属しない団体で，趣味を同じくする者が集まって結成した本学公認の同
好会があります。

○公認団体に関するホームページ
　　URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_b7.html
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■津島キャンパス（大学会館（中央館），合宿所を除く）及び学外

場所 施設名 管理部局 施　設　の　概　要

津
島
キ
ャ
ン
パ
ス

サークル共用施設 学務部
2.632㎡の文化系クラブ棟（３階建），582㎡の体育系クラブ棟（２階建
３棟）及び523㎡のトレーニング棟（１階建）の施設を，文化系クラブ
及び体育系クラブが利用しています。

清水記念体育館 学務部

本学第２代学長であった清水多栄先生の遺徳を偲び建設されたものです。
1,508㎡の建物に
　　　　　　バレーボールコート　　　２面
　　　　　　バドミントンコート　　　６面
　　　　　　バスケットボールコート　２面
　　　　　　体育用具一式
が設備されており，卓球部，体操部，応援団総部チアリーダーが使用し
ています。

第２体育館 学務部

1,440㎡の建物に
　　　　　　バレーボールコート　　　２面
　　　　　　バドミントンコート　　　６面
　　　　　　バスケットボールコート　２面
　　　　　　体育用具一式
が設備されており，バドミントン部，バスケットボール部，ハンドボー
ル部が使用しています。

第１武道館 学務部 400㎡の建物（１階建）を空手道部，少林寺拳法部が使用しています。
第２武道館 学務部 575㎡（１階建）を古武道部，合気道部，テコンドー部が使用しています。

陸上競技場 学務部 14,883㎡あり，陸上競技部が使用しています。夜間照明設備有り。フィー
ルドは，ラグビー部，アメリカンフットボール部が使用しています。

野球場 学務部 10,909㎡のグラウンドがあり，硬式，準硬式，軟式野球部が使用してい
ます。

ハンドボールコート 学務部 1,373㎡の練習場があり，ハンドボール部が使用しています。

硬式テニスコート 学務部 3,400㎡の敷地内に４面のコート及び練習板（個人練習用）があり，テ
ニス部が使用しています。

軟式テニスコート 学務部 3,107㎡の敷地内に４面のコート及び練習板（個人練習用）があり，ソ
フトテニス部が使用しています。

ボクシング練習場 学務部 150㎡の床面積を有し，ボクシング部が使用しています。
弓道場 学務部 71㎡の本格的な射場，的場を有し，弓道部が使用しています。

サッカー場 学務部 9,555㎡の施設を有し，サッカー部，男子・女子ラクロス部が使用して
います。

馬場 学務部 4,225㎡の馬場に必要な障害物多数を保有して活動しています。
自動車練習場 学務部 1,200㎡の練習場に練習用自動車数台を保有し活動しています。
水泳プール 学務部 25mのプール（７コース）と更衣室，休憩室等を備えた施設です。
多目的グラウンド
アーチェリー場 学務部 1,520㎡の練習場があり，アーチェリー部が使用しています。

学
外

ボート艇庫 学務部 百間川河口に近い沖元地区に，841㎡の敷地，579㎡の建物と艇10数艇
を保有しています。

ヨット艇庫 学務部 瀬戸内海国立公園の牛窓に艇庫があり，保有艇は10数艇あります。

津
島

　
　
　

キ
ャ
ン
パ
ス

体育館（体育室・
剣道場・柔道場・
ダンス場）

教育学部
2,073㎡の建物に１階には柔道場，剣道場，２階にはバレーボールコー
ト２面の体育室，ダンスレッスン場が設置されており，柔道部，剣道部，
バレーボール部，ダンス部が使用しています。

夜間主分局学生
ボックス

文・法・
経済学部 436㎡の施設を夜間主コースの校友会クラブが使用しています。

以上の他，津島キャンパスでは，文・法・経済学部と農学部のグラウンドをソフトボール部が使用しています。
また，鹿田キャンパスにはグラウンド，テニスコート，弓道場，体育館，武道館等の施設があります。
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■津島キャンパス（大学会館（中央館））
　大学会館（中央館）には，次の施設があります。

　○中央館の開館時間・休館日
　　　開館時間　9:00　～　21:00
　　　休館日　日曜日，祝日，夏季一斉休業日，年末年始等の休業日
　○施設の使用
　　　学生支援課（一般教育棟A棟２階）にお問い合わせください。

■合宿所
　本学学生の公認団体が，合宿訓練等を行うための施設として「合宿所」があります。

施設区分 フロア 収容人員
（人）

正
課
外
活
動
施
設

ホール １階 300
大集会室

２階

70
北第一集会室 15
北第二集会室 20
北第三集会室 20
南第一集会室 15
南第二集会室 20
南第三集会室 20
南第四集会室 20
和室 30
学生企画室 10

施
設

社
交

喫茶･談話室 １階 88
ラウンジ

管
理
施
設

アドミッションセンター

１階
入試課
学生総合支援センター
自学自習スペース
（Waku2スクエア２）

N

W･C
女子

W･C
男子和　室

12. 5畳

和　室
10　畳

和　室
12. 5畳

和　室
10　畳

ホール

会 議 室
19. 4㎡(10畳)

２ 階

W･C
女子

W･C
男子和　室

12. 5畳

和　室
10　畳

和　室
12. 5畳

和　室
10　畳

ホール

１ 階

シ
ャ
ワ
ー
室

シ
ャ
ワ
ー
室

洗
面
所

洗
面
所

玄
関

合宿所の平面図
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■山の家
　鳥取県西伯郡大山町に約20人収容の「大山・山の家」があります。雄大な大自然
の中の憩いの場として利用されています。
　一泊300円です。寝袋等を持参してください。
　なお，山の家付近にはガソリンスタンドがありませんので，冬季はストーブ用に灯
油を持参してください。

正課外活動施設の利用申請
　正課外活動で使用する以下の施設の利用申請は，学生支援課（一般教育棟A棟２階）
で受け付けします。
　・津島キャンパス内の運動施設（体育館，グラウンド等）
　・大学会館（中央館）
　・合宿所
　・山の家
　※鹿田キャンパスの施設利用については，医歯薬学総合研究科等学務課へ

貸出物品の使用申請
　学生支援課（一般教育棟A棟２階）では，正課外活動で使用する，「テント・長机・
パイプ椅子・コードリール・アンプ・マイク・ストップウォッチ・ライン引き・リア
カー・長靴・清掃道具」などの物品の貸出を行っています。
　予約制ですので，早めに使用計画を立て，学生支援課に申し出てください。

○正課外活動に関するホームページ
　URL：http://www.okayama-u.ac.jp/tp/life/seikatu_b7.html

○問い合わせ先

文化会・体育会 一般教育棟Ａ棟２階�学生支援課
（津島キャンパス）

医学部分局・歯学部分局 管理棟１階　
　医歯薬学総合研究科等学務課
（鹿田キャンパス）

法学部・経済学部夜間主分局 文・法・経済学部１号館１階
法・経済学部夜間主担当
（津島キャンパス）


