
１．団体名 ２．団体区分 ３．団体独自の感染症対策 ４．活動場所 ５．活動頻度

COMEs 鹿田校友会

現在すべての活動がオンラインとなっており、対面によるコロナ感染の心配はありませんが、オンライン活動の際でもリーダーが各メンバーの体温と体調

を記録し、体調のよくないメンバーに休んでもらうようにします。

現在のところすべてオン

ライン 不定期

DMC 鹿田校友会

活動中や休憩時間手のマスク着用

30分に1回程度の換気

1メートル以上間隔あける

休憩時間は会話を慎む

活動前と活動後のアルコール消毒、また接触を伴う際もアルコール消毒を徹底する

練習前の体調記録表の記入 鹿田多目的ホール 週2の２時間

ILOHA 鹿田校友会

ILOHA 

本ルールは課外活動および課外活動に関連する諸活動における感染対策について定めるものであって部員個人の私生活について制限を加えるものではない

が、部員が私生活において感染リスクの高い行動をとった場合、課外活動における感染対策の観点から当該部員に対して対面活動への参加を禁止すること

ができる。

1. 課外活動中の感染対策について

A. 新型コロナウイルス感染症に感染したもしくは感染しているリスクが高いと考えられる場合(過去7日以内に、発熱、体調の異常の出現、感染者との接触

歴、多発発生地域の滞在歴あるいはこれらに類する行動歴等がある場合)は不参加またはオンライン参加とする

B. 入室時、退室時の手指消毒

C. 換気の徹底

D. 人と人との物理的距離の確保(部員数が増えれば一部の部員をオンライン参加にすることで対応)
E. 不織布マスクの着用

2. 不織布マスクについて

A. LINEグループでの情報共有等による部員への周知徹底

B. 上級生など影響力のあると考えられる部員が率先して不織布マスクを着用

3. 感染リスクの高い部員への対応

A. 1.のA.の対応(過去7日間以内に、大学から示されたルールで自宅待機が必要となる県外移動を行った場合および4.を逸脱した会食を行った場合はこれに

該当)
B. 大学から示されたルールの範囲内での自宅待機不要の県外移動、会食などはこの限りではない

4. 会食について

A. 大学から示されたルールを逸脱した会食は行わない

B. 1.のA.に準じた対応

C. 会話時はマスクを着用

D. マスクを外している間は、会話を慎むなど、マスク着用時よりも強力な飛沫感染対策を講じる

部室(鹿田キャンパス校友

会クラブ棟2F)またはオ

ンライン

木曜日19:00〜21:00を基本とし

て適宜変更

OCSIA 鹿田校友会 手指消毒の徹底、マスク着用の徹底、換気の徹底、会食の禁止などこれからも続けていきます

OSAL 鹿田校友会
県外に出た部員については1週間程度活動への参加を自粛する。活動の際は当日の体調・前後での接触者の記録、不織布マスクの着用義務付け、換気と消
毒を徹底する。参加人数が多い場合は密を避けるため、広い部屋を借りるか回を分ける。

融合棟4階シミュレー

ションルーム 月1回

S.F.C 鹿田校友会

・毎日検温し、平熱以上の発熱又は咳・喉の痛み等の風邪症状、倦怠感又は呼吸困難等の自覚症状、嗅覚又は味覚障害の自覚症状がある学生は、当日の活

動を禁止し、1週間程度課外活動を自粛する。

・練習中以外のマスク着用を義務付ける。

・マスクを外しての大きな声での会話を禁止する。

・他者との連続接触がある活動は必要最小限とする。若しくは最大でも 15 分以内とする。連続接触した後は、直ちに顔に触れないよう手指消毒を行う。

・体育館の窓を開け、最低でも30分ごとに10分換気を行う。

・当日の活動前と活動終了後（帰宅前）に、水と石けんを使用して 30 秒以上の丁寧な手

洗いを行うまたは、手指消毒薬を使用した手指消毒を行う。

・感染拡大地域から帰岡、普段合わない人との複数人での会食、私的旅行をしたなど感染

リスクが高いと思われる部員については、体調に異変がなくても、１週間程度、対面で

の課外活動の参加を自粛する。

・上記感染リスクが高いと思われる部員については、帰岡後、１週間程度、課外活動団体

に所属する部員との会食を自粛する。

・３月３１日までのオミクロン株リバウンド防止特別対策期間については、上記感染リス

クの有無にかかわらず、対面での課外活動を行う部員については、メンバー間を含む数人での飲食をなるべく自粛する 鹿田体育館 日曜日18時～22時

ゴルフ部 鹿田校友会

ゴルフは個人競技なので、マスクを着用の上、十分に間隔を空けて個人で練習を行います。

練習は自由参加なので、練習への参加に少しでも不安がある人には、休んでもらいます。 みのるゴルフ笹ヶ瀬

月・火・木の18時〜21時のう

ち自由参加

医学部サッカー部 鹿田校友会
部室での密を控えるため、なるべく家で着替えるようにする。
また部活前後の準備や片付けはなるべく短時間でできるように必要最低限にとどめ、先輩後輩かかわらず全体ですぐに終わらせて帰宅するよう意識する。 鹿田グラウンド

月・水16時半〜18時半、金17
時〜19時、土9時〜12時



医英会 鹿田校友会

部活の活動は全てオンライン（Zoom, Google Meet）で行う。やむを得なく対面でミーティングなどを行う際は可能な範囲で不織布マスク着用などの対策

を行い、 最大でも15 分以内とする。連続接触した後は、直ちに顔に触れないよう手指消毒を行う。 Zoom（オンライン） 金曜日の17時半〜18時半

医学部競技スキー部 鹿田校友会

・オフシーズンはフットサルでトレーニングを行なっています。試合時間を5分とし、その間は安全面を考慮しマスク不着用を認めますが、私語は禁止と

します。試合が終わったらインターバルを挟みますが、その間は不織布マスク着用を義務化し会話は1m離れて行うことを遵守します。

・シーズン中、スキー場においても基本的に競技中はマスク不着用、もしくはネックウォーマーなどで鼻まで覆うように指示します。ロッジは感染リスク

があるので、ロッジでの食事は原則禁止とし休憩は不織布マスク着用のもと15分であれば許可します。

・部員同士での会食や飲み会は大学からの規制を遵守し、大人数での会食などは禁止します。また全体LINEなどで定期的に規則を守るよう促します。

オフシーズン:旭川河川

敷、大供公園　　シーズ

ン:県内スキー場、氷ノ山

国際スキー場、菅平ス

キー場など

オフシーズン:火・木の16:30〜
18:00      シーズン:平日なし、2
週に1回合宿・3月に大会を含

め3週間の合宿(コロナ禍のため

昨年度は日帰りで活動を行なっ

ております。)

医学部硬式庭球部 鹿田校友会
競技プレー中以外は不織布マスクの着用を徹底する。競技中、マスクを外す場合は2メートル以上の間隔を取り、必要以上に発声しない。部活動の前後で
会食を行わない。

鹿田キャンパステニス

コート、旭西排水セン

ターテニスコート

月・水17時〜20時　土曜9時〜

13時(又は13時〜17時)

医学部歯学部漕艇部 鹿田校友会

不織布マスク着用の徹底。食事中などマスクを外している間は会話を控える。

マスクを着用していない部員を発見したら即座に注意しマスク着用を促す。

マスクを忘れた、紛失したという場合に備えて予備のマスクを用意しておく。

不織布マスク着用時でも会話をする際には距離を取るように注意する。

練習前、練習後の手指のアルコール消毒を徹底する。

息が上がらない練習の際はなるべくマスクを着用する。

部室でのエルゴトレーニングの際は、常に換気をし、発声を控える。

毎日の検温と体調管理フォームへの記入を徹底し発熱やのどの痛み、鼻水といった症状のある部員の練習への参加を控えさせる。

練習後の活動記録表の記入による接触者の把握。

学内外における飲み会、懇親会、会食の自粛。

接待を伴う飲食店、アルコールを提供する飲食店でのアルバイトの強い自粛。

屋内、屋外の不特定多数の集まるイベントや集会への参加自粛。

トレーニング後の後の使用器具の消毒。

５人以上の会食、飲み会、懇親会の自粛。

感染拡大地域への不必要な移動の自粛。

会議、ミーティングは原則オンラインで行う 百間川艇庫、部室

平日週3回（5時半～7時）、土

曜日（6時半～11時）

医学部準硬式野球部 鹿田校友会

練習場所への集合時から準備まで、終了後の片付けから解散までは全部員が不織布マスクを着用する。
参加者全員が検温、行動履歴の記録を行い、適宜消毒を行えるようアルコールを常備する。
従来は更衣目的で使用していた部室は更衣室としては極力使用せず、各自自宅で練習着に着替えてグラウンドに集合する体制をとる。部室での更衣が必要
な場合には利用人数を4人までに制限し、室内での会話は控え、可能な限り短時間の利用にとどめる。

練習道具の出し入れの際は部室のドア、窓（計3箇所）を開放し、換気した状態で速やかな搬出を行うことに努める。

練習中は選手はマスクをしていないため屋外といえど発声は最小限に控え、2メートル以上の距離を保って練習を行う。また練習間の休憩でも1箇所に固ま
ることなく会話をする際には両者のマスク着用を徹底させる。
バットやへルメットなど共用の道具は毎練習前にアルコール消毒を行い、使用後も
適宜アルコールによる消毒を行うことを促す。
部活動主催の飲み会、食事会などは一切行わず、感染リスクの高い行動の自粛を要請するが、部員が私的な5人以上の会食や旅行に行った場合には1週間の
課外活動参加自粛を要請することとする。 鹿田グラウンド

月水金曜の16~18時、土曜の

9~13時

医学部女子バスケットボール部 鹿田校友会

まずは激しい運動時を除き不織布マスクの着用を徹底する。守られていない場合は部員同士で着用を促す。共用の飲み物を作らず、各自水筒やペットボト

ル等で飲み物を持参する。また練習参加前には各々体温を計測し報告する。

体育館は周囲の迷惑とならない時間帯を除き、常に窓を開放し換気を徹底する。

部員同士の接触が多い、または向かい合って行う練習は可能な限り減らし、コートを広く使い距離を保つことが出来る練習を行う。練習ゲームなど代替案

がないものに関しては、時間を減らすことで対処する。またマスク無しの状態で大きな声での声掛けは控える。声出しが必要な場合はマスクを着用してい

る人が担当する。マスク無しかつ至近距離で長時間会話することを避けるため、練習が終わった後は速やかにマスクを着用し帰宅する。

家に帰ったら必ず手洗いうがいをし、体調には十分に注意する。体調不良を少しでも感じた場合は必ず部全体または幹部に連絡し、無理に練習に参加をし

ない。また大人数で会食をしたなど、感染リスク高いと考えられる場合も部に報告するよう促す。感染リスクを考慮し部活に参加しない場合も当人に対し

て参加を強要しない。 鹿田体育館

月 17時～19時または19時～22
時  火 17時～19時または19時～

22時 金曜 18時～21時

医学部軟式テニス部 鹿田校友会

できるだけ活動時にも不織布マスクを着用することとして、活動的に厳しい場合マスクを外す時間を最低限にして人とマスクなしで話す時間を極力短くす

る。もしマスクをつけていない人がいれば注意喚起をする、幹部からマスクをつける行動をとることを心掛ける。

毎日体調の管理（体温の測定など）を行い、少しでも異常があると感じる場合には活動の参加を自粛してもらう、感染拡大地域に行った人には１週間程度

の対面活動の参加を自粛する。会食は自粛するように要請する。

旭西浄化センター、東山

テニスコート

月・水曜日の16時30分～19
時、土曜日9時～13時



医学部陸上競技部 鹿田体育会

•屋外でランニングを行う際、大変呼吸が苦しくなることが予想される。よってマスクを外す場合があると考えられる。そこで、マスクをつけている間は

部員間の距離を1メートル以上に保ち、マスクを外した場合は2メートル以上他の部員と距離を取る。

•部室の使用は短時間にし、使用時は必ずマスクを着用し換気を行う。会話をする際は必ずマスクを着用する。

•私生活での感染予防対策を徹底する。

•移動が不可能な器具を用いる場合を除き、原則屋外で練習を行う。
・私生活の中で感染リスクの高い行動をとった場合は活動を自粛やマスク着用を徹底し、普段以上に人と距離を取るなど感染拡大の防止に努める。
•部室にアルコール消毒液を設置し、入室前、退室後にアルコール消毒を行う。
・活動日に少しでも体調に異変がある人は活動への参加を自粛する。
・パート間の接触をなるべく避ける。
・発熱や感染の恐れがある場合は主将、またはその他幹部への連絡義務。
・競技大会等への参加は大学の活動制限指針を遵守しながら検討する。

前回の講習を受けマスクの有効性を改めて再確認したことを受けて、幹部が積極的にマスク着用を行い、雰囲気をつくることが重要であると考えた。ま
た、自粛など部員の任意の判断に任せる部分も多かったことから、会食や部活動への参加禁止といった措置も行っていくべきであると考えた。ただし、オ
ミクロンは感染力が非常に強いので、やむを得ない場合を除き不織布マスクを着用、会話時に距離を取るなどの最大限の対策を、「部員全員が」守ること
が必要であるため。練習毎、月の練習メニューの発表をする際などに部全体にマスク着用やリスクが高い行動をとってしまった際の動き方の呼びかけを積
極的に行いたい。

鹿田グラウンド、県総合

グラウンド補助競技場

月19:00～21:00、水18:00～
20:00、土9:00～11:00

医歯薬バドミントン部 鹿田校友会

・部活に来る前に体温測定と健康チェックを行い、異常がある場合は参加しない。

・練習前と練習中に手指消毒をする。

・練習の前後にネットやポール、タイマーをアルコール除菌シートで消毒する。

・部室や更衣室は使用しない。

・荷物は1m程度間隔をあけて置く。

・水分補給以外で飲食をしない。

・声出しをしない。

・シャトルを使わないときは常に換気をし、使っているときも15分に1回換気をする。

・練習が終わったらなるべく早く帰宅する。

・対面でのミーティングは行わない。

・参加したくない部員の参加を強制しない。

・激しい運動をしているとき以外は必ず不織布マスクを着用し、お互いに2m以上距離を開けるようにする。

・会話は必ず不織布マスクをつけて1m以上間隔を開けて15分以内で行う。

・運動中マスクをつけていないときは、ダブルス練習でやむを得ないときを除いて2m以上の距離をとる。

・ダブルスの際はマスクを外したまま声を出したり、不必要にペアに近づいたりしないよう特に注意する。

・マスクをつけていないなどルールを守っていない部員は幹部が注意する。

・マスクを忘れたりなくした場合に備えて予備の不織布マスクを準備する。

・感染多発地域への移動や県外旅行、5人以上での会食、複数人での飲酒、その他感染リスクの高い行動をとった部員には1週間部活への参加を自粛しても

らう。

・旅行は県内で4人以内とし、不特定多数の人が集まる場所や公共交通機関を利用しないようにする。（それ以外の旅行は1週間部活の参加を自粛）

・会食は4人以内でパーテーションを使うか向かい合って座らないようにし、黙食を徹底し1時間以内で行う。（それ以外の会食は1週間部活の参加を自

粛） 鹿田体育館

月曜日17〜19時/19時〜、水曜

日18時〜、土曜日9〜15時/15時
〜

医歯薬卓球部 鹿田校友会

競技中以外の時間は必ずマスクを着用する(部員同士で呼びかける)

更衣室に入れる人数は一度に3人までとする。

常に練習場の窓を開けて換気を行う
練習前後に手指消毒を行う。

旅行等で県外へ移動する際は事前に申告してもらい、その後1週間、自主練も含めて部活への参加を自粛してもらう。

飲食については大学の医学部、歯学部の定める規定に従う。

万一コロナ感染者が部内で発生した際には大学が定めるガイドラインに従って対処する。

また、その際に濃厚接触者となった部員は検査で陰性が確認されるまで部活動への参加を禁止する。

鹿田キャンパス　多目的

ホール

火曜〜金曜 17:00〜18:30  
18:45〜20:15の8回の練習のう

ち3つを異なる曜日で選んで参

加

医歯薬男子バレーボール部 鹿田校友会

運動時以外(特にミーティング時)の不織布マスク着用の徹底する。

運動中は大声を控え、不必要な身体的接触および接近はしない。

新入生の見学・体験の際にも不織布マスク着用徹底をお願いするなど、上記対策を徹底する。

感染リスクの高い行動(感染拡大地域への移動、複数人での会食など)を行った部員は、活動参加を1週間自粛する。

体温測定の徹底をお願いし、体温および体調の変化がある部員はためらわずに活動参加を自粛する。

対策が不十分な団体を見かけた際は団体間で連絡を取り合い、それでも改善しない場合は学務に積極的に連絡をする。 鹿田体育館 火・木・土の週3回



岡山大学医学部弓道部 鹿田校友会

1）個人の健康状態，検温法（毎日記録）

2）手洗い等の用具確保

3）共有物品の消毒用具確保

4）更衣時の三密回避

5）個人：活動内容，集団練習時の仲間（氏名），練習前後の接触者氏名を毎回記録

6）練習内容に伴う三密（密集，密接，密閉）回避

7)　激しい身体活動時以外はマスク着用

8）個人のゴミ（ティッシュペーパー・ドリンクボトルを含む）の廃棄禁止

9）参加者の氏名，健康状態，体温の確認

10)感染拡大地域へ行った、または、5人以上の会食を行った部員は1週間以上の自粛とその期間における朝夕の体温や体調などをシートに記入してもらい
ます。
11)課外活動中に水分補給を行う場合、マスクを外している時間が最小限となるように注意してもらい、かつ会話のないように気を付けていただきます。 鹿田弓道場

基本的に自主練習(大会前の3日
間のみ2時間程度の腺腫のみ練

習)

岡山大学医学部空手道部 鹿田校友会
窓を開けて換気する。密室になりやすい更衣室でのマスク着用の徹底。発熱、感染の疑いのある症状の出た部員の主将への連絡義務。運動時以外のマスク
の着用の徹底。部活動の飲み会の禁止。また会食においても、5人以上を禁止、4人以内でも半個室もしくは個室のお店を用いる。 鹿田武道場 月水金の18時~20時

岡山大学医学部男子バスケットボール部鹿田校友会

１）部活動中以外での不織布マスク着用の徹底

 ２）物理的距離を取ることの徹底

　 →コート外で会話をする際には必ず１メートルは距離を取る。コート内で話す時も可能な限り距離を取り、口元を手や服で押さえるなど飛沫感染防止

に努める。

 ３）換気の徹底

　 →常に換気をして部活動を行う。

 ４）体調不良の人や，感染リスクのある人の活動参加の自粛

　 →発熱者だけでなく，喉の違和感・鼻水など少しでも風邪症状のある部員の活動自粛。

　 →県外から帰岡した人は，一定期間活動自粛。

 ５）オミクロン株の感染が収束するまでは，会食（5人以上での飲食）は控える。 鹿田体育館

月・火17〜19時または19〜22
時、金17:30〜19:30または

19:30〜21:30、日(隔週)9〜11
時

岡山大学医学部陸上競技部

•屋外でランニングを行う際、大変呼吸が苦しくなることが予想される。よってマスクを外す場合があると考えられる。そこで、マスクをつけている間は

部員間の距離を1メートル以上に保ち、マスクを外した場合は2メートル以上他の部員と距離を取る。

•部室の使用は短時間にし、使用時は必ずマスクを着用し換気を行う。

•私生活での感染予防対策を徹底する。

•移動が不可能な器具を用いる場合を除き、原則屋外で練習を行う。

・私生活の中で感染リスクの高い行動をとった場合は活動を自粛やマスク着用を徹底し、普段以上に人と距離を取るなど感染拡大の防止に努める。

•部室にアルコール消毒液を設置し、入室前、退室後にアルコール消毒を行う。

前回の講習を受けマスクの有効性を改めて再確認したことを受けて、幹部が積極的にマスク着用を行い、雰囲気をつくることが重要であると考えた。ま

た、自粛など部員の任意の判断に任せる部分も多かったことから、会食や部活動への参加禁止といった措置も行っていくべきであると考えた。

岡山大学医歯薬女子バレーボール部 鹿田校友会
運動前後の手指消毒、できる限るのマスク着用、運動時の声出しをしない、ボール等の消毒、不要な会話をしない、密集する時間をなくす、飲み物は各自
持参する（キーパーを使用しない）、コロナ感染する危険が高い行動後は、4日間の自粛をする。 鹿田体育館

火1-1.5時間、木2.5時間、土3
時間

歯学部サッカー部 鹿田校友会

新型コロナウイルス感染症陽性が出た者及び濃厚接触者になった者に対して最低10日間、発熱や症状の治まり具合によってはさらに追加の日数の活動への

参加を禁止する。

不要普及の流行地への渡航・県外への移動は自粛させ、やむを得ない場合には帰岡後10日間の活動参加を禁止する。

部員間及び他団体の部員との会食は避け、行う場合には人数を4人までとし、飲酒は禁止とする。

活動への参加に際して、運動時以外の不織布マスクの着用を義務付け、活動終了後は速やかに帰宅する。また、可能な限り更衣を自宅で済ませ、部室での

滞在時間を短くする。

マネージャーは常時不織布マスクの着用を義務とし、個人間の距離を十分に確保して活動に参加するようにする。

上記を厳守した上で活動に臨むが、これを破ったものに対して2週間の活動への参加を禁止とする。 鹿田ぐらあ

火・木の17時30分〜20時30
分、土曜日の11時〜14時

歯学部バスケットボール部 鹿田校友会

部員に不織布マスクの使用を徹底させ、プレー中等の激しい運動時など、マスクを装着していない間は部員同士で可能な範囲で2m(最低1m)の間隔を保

つ。また、他者との連続接触や組み合う練習内容は最大でも10分以内とし、その際には発声する行為は回避する。連続接触した後は直ちに顔に触れないよ
うに手指消毒を行う。
体育館は使用時常に換気を行う。
密集しやすい更衣室は分散利用する。
部活動に参加する部員は毎日検温•記録を行い、県外移動や体調不良があれば報告をするように徹底させ、報告があれば部活動への参加を１週間自粛させ
る。
団体としての会食は禁止とし、プライベートでの会食も自粛させる。
活動前や活動終了後帰宅前に石鹸を利用し30秒以上の丁寧な手洗いを行う。
団体として消毒用品を準備し、部活動で用いる用具や施設のドアノブ・スイッチ等の消毒を行う。
コップやドリンクボトルなど、他人のものと混同しないように区別を図る。 清水体育館 水•木•土の19時半〜22時



歯学部バドミントン部 鹿田校友会

1条 コート内外を問わず本部活動中、不綿布マスクを正しく着用するなどの「マスクコード」を実践 する。また、活動中もできるだけ換気の確保には十分
務めるものとする。
2条 休憩中においては次の各号に定めるように感染防止の行動をすることとする

1 号: 休憩中部員同士では「ソーシャルディスタンス」の確保に努めるものとする。

2号:部員間の私語は極力慎み、やむを得ず会話が必要な時は「岡山ルール」に照らし外部で換気 を確保しつつ行う。その他の感染防止に努めつつ会話をと
るものとする。
3号: 上記1号、2号を保障するために、部員同士で注意喚起をする等、上記1号2号が確実に実 施されるように各部員が努力するものとする。

3条 本部活動の終了時には、「密」状態を避けるとともに、まん延防止等重点措置に定めるところに従いすみやかに帰宅に努める。 清水体育館

月の19時〜22時、水の19時半

〜22時、土の16時〜19時

歯学部剣道部 鹿田校友会

部活動に参加する部員は個人で体温測定、体調管理に努め、当日の体温については毎回記録しておく。体調が悪い人には部活動を控えるよう促す。練習が
始まる前に窓を全てあけ、換気を行い、練習中もあけておく。更衣に際して、不織布マスクをつけた状態で行い、私語を慎む。
1時間の練習時間のうち、初めの15分の体操ではお互い2m以上距離をあけ、不織布マスクをつけて体操を行う。つぎに、面をつけて35分間練習を行う。そ
の際、全日本剣道連盟公認の面マスク、フェイスシールドを着用し、飛沫防止に努める。休憩時間にはお互い距離をあけ、不織布マスクを着用する。練習
後は不必要な会話は避け、不織布マスクを着用し、速やかに帰宅する。

鹿田キャンパス武道場

（鹿田体育館横）

火・木の18～19時、土曜日10
～11時

歯学部硬式庭球部 鹿田校友会

•毎日検温を行い、以下の症状がある学生は、当日の活動を禁止する。

 平熱以上の発熱又は咳・喉の痛み等の風邪症状

 倦怠感又は呼吸困難等の自覚症状

 嗅覚又は味覚障害の自覚症状

•部活前・部活後には手洗いおよび手指消毒薬の使用を行う。

•集合の際は十分なスペースを確保する。

•部活動の際には手指消毒薬を携行し、休憩時の飲料摂取の前に消毒を行う。

•部活動の際に出たゴミ(ティッシュペーパーやペットボトルなど)はビニール袋に入れて各自で持ち帰る。

•感染拡大地域から帰岡、普段合わない人との複数人での会食、私的旅行をしたなど感染

 リスクが高いと思われる部員については、体調に異変がなくても、1週間程度、対面で

 の課外活動の参加並びに課外活動団体

 に所属する部員との会食を自粛する。

•一般社団法人大学スポーツ協会または各競技連盟等のスポーツ活動再開ガイドラインを 遵守する。

二日市公園テニスコー

ト、百間川緑地テニス

コート

月曜日19時〜21時、水または

木曜日19時〜21時、土曜日9時
〜12時

歯学部準硬式野球部

参加は、体調不良になった場合や県外移動をした場合は1週間以上経っている部員に限る。不織布マスクを活動時以外は着用し、活動後はすぐに解散す

る。また部員同士での会食は控えるように呼びかける。

鹿田ピアノ部 鹿田校友会 30分おきに換気をし、管楽器演奏時以外はマスクを着用。また、ピアノ演奏時は手指のアルコール消毒を行う 鹿田ピアノ部部室 各個人による

鹿田軽音楽部 鹿田校友会

部員は普段から毎日検温、手洗いうがい、不織布マスクの着用などを徹底し、医療系学生としての自覚を持って体調管理を行なっています。
部活動中には、定期的な換気、共用部のアルコール掃除、できる限り人と人との距離の確保を行っております。
新入生の皆さんにも体験会等参加時には検温やマスクなどのご協力をお願いします。また、密を避けるため、一回あたりの参加人数を制限させて頂く場合
がございます。体験会・練習発表会中も定期的に換気を行い、手指消毒のお願いをします。アルコールのアレルギー等のある方は事前にご連絡ください。 部室・ホールなど

通常時毎週水曜の20時から部

会(30分程度、現在は月2回程

度) 練習は組んだバンド数×1回/
週　発表会が月1回程度

鹿田剣道部 鹿田校友会

1.稽古全体を通してマスク(運動中は運動に適したマスクも可)を終始着用する。マスク着用のため気温など考慮して熱中症に特に注意し各自判断で適度に

水分補給、稽古中の全体の休憩回数を増やす、稽古時間を柔軟に調節する。

2.通常行っていた会食や大会・他大学交流・部員旅行・合宿などは岡山大学の活動制限指針レベルが引き上げられている状況において、感染リスクの高い

行動が含まれるため大学の方針に従う。（例：家族や親族以外との会食は４人以下２時間以内で対策の取られた店を選ぶ。大会で県外移動する場合は大学

へ許可を申請する。県外移動や５人以上の会食など感染リスクと考えられる行為をとった場合１週間ほど活動自粛など。)
3.稽古前は各自体温と体調をチェックし異常があれば無理をしない。道場に入る時は手洗い・手指消毒を行う。

4.不特定多数の者が触れるものを可能な限り無くす。(例：道場にはウォータークーラーやタンクがあるが、できるだけ自分用のものを準備しておく。竹刀

は自分のものを使うか、借りる場合は消毒。)
5.稽古中は換気を徹底する。また発声をともなうため、鍔迫り合い(至近距離で向かい合う事)は避けるなど近距離での発声を控える。 鹿田キャンパス　道場

火・木 18:00~19:30　土 
10:00~11:30

鹿田弦楽アンサンブルanimato 鹿田校友会

　当団体は患者さんを対象にした演奏会や、慰霊祭での演奏会等を目的としている。また弦楽器を用いた室内楽の性質上、感染対策を十分にとった距離
（可能な範囲で２m、最低でも１m）での演奏会における演奏は困難である。そのため、コロナウイルスの十分な収束をもって当団体の演奏会活動が再開
される予定である。
　事態が収束するまで医療系キャンパスの部活として対策を取るべきであり、それを実行する。具体的には、室内での練習時に部屋を閉め切らない、30分
おきに練習を中断して換気を行う、練習後の複数人での食事や飲み会を行わない。また、当団体の活動は通年限られた期間で行われているため、もともと
団体に所属するメンバーの打ち合わせはオンラインで行っている。 鹿田キャンパス内 演奏会２か月前から週に１回

鹿田写真部 鹿田校友会

以下の6つの感染対策を実施しようと考えています。1つ目は不織布マスクの着用の徹底です。部会に参加する部員は不織布マスクを着用してもらいます。

2つ目は体調不良や感染リスクのある部員の活動参加の自粛です。発熱者だけではなく、風邪症状のある部員、県外移動や5人以上の会食などの感染リスク

のある活動を行った部員には、感染リスクがある期間の活動の参加を控えてもらいます。3つ目は手指消毒の徹底です。部室に入った部員には手指消毒を

行ってもらいます。4つ目は換気です。部会中は、常に窓を開けた状態にしたいと思います。5つ目は会話時の部員同士の距離の確保です。会話時には不織

布マスクを着用した状態で最低でも1mは距離をとるように呼びかけます。6つ目は人が触れる場所の消毒です。ドアノブやテーブルなどは人が必ず触れる
場所なので、部会終了後にアルコール消毒をします。 校友会クラブ棟 木曜日19時～20時



鹿田水泳部 鹿田校友会

・少しでも体調の悪い人はためらわず部活動への参加を取りやめる。

・練習への参加を強制しない。

・体温や体調等を毎日記録し、必要な時に提出できるようにする。

・活動時には消毒を徹底し、練習時以外の不織布マスク着用を徹底する。

・屋内プールでの練習時は窓を開け、常時換気する。

・練習時、各自のストレッチや体操、メニュー説明まではマスクを着用し、マスクを外すのはプールに入る直前にする。

・ストレッチなどのマスク着用時も各自が1メートル以上距離を空ける。

・マネージャーは常時マスクを着用し、それぞれが2メートル以上距離をとるようにする。

・1コース当たりの人数が偏らないようにし、会話は距離をとり、最小限にする。

・練習後はすぐにマスクを着用し、更衣室内でも常時マスクを着用、なるべく会話を控える。また、すぐに着替え、入れ替わりにすることで、更衣室内の

人数を少なくする。

・練習後は即座に帰宅する。

・ミーティングはオンラインで行う。

・大会時にはマットなどは共有せず、個人で管理する。

・ゴミは自分で持ち帰る。

・5人以上の会食や旅行など、感染リスクの高い行動をとった場合、1週間部活動への参加を自粛する。

・不織布マスクを忘れた人のために「マスク係」を幹部で設置する。

・鹿田キャンパス内のルールに従い、会食は4人以下、2時間以内とし、感染防止対策を十分とっている飲食店を選ぶ。（オミクロン株リバウンド防止特別

期間終了後）

・感染リスクが高いと思われる部員は帰岡してから1週間他部員との会食は行わない。（オミクロン株リバウンド防止特別期間終了後）

7.8月鹿田プール　9～6
月ビートスイミングクラ

ブ

月・木の19時30分～21時、日

曜日16時～17時30分

鹿田茶道部 鹿田校友会

＜日常における感染防止対策＞

・部員は毎日検温行う。

・帰宅時や食事前には手洗い・うがいを徹底する。

・マスクは不織布マスクをつけることを心がける。

・対面の活動日に平熱以上の発熱、風邪症状、倦怠感または呼吸困難、嗅覚や味覚障害の　　自覚症状がある場合は活動に参加しない。

・感染拡大地域から帰岡、普段合わない人との複数人での会食、私的旅行をしたなど感染リスクが高いと思われる部員は、体調に異変がなくても、1週間

程度、対面での課外活動の参加を自粛する。

・上記感染リスクが高いと思われる部員は帰岡後、1週間程度、課外活動団体に所属する部員との会食を自粛する。

・上記感染リスクがない部員であっても対面での課外活動に参加する部員については部員同士での飲食を自粛する。

・各学部の学務からの行動規制に従い行動する。

＜対面の活動時における感染防止対策＞

・対面活動に参加する部員は、入室時に体温と体調を記録用紙に記入する。

・対面の活動中は、お茶やお菓子を食べる時以外マスクを着用し、黙食を心がける。

・活動前と活動終了後に水と石けんを使用して30秒以上の丁寧な手洗いを行う。

・お点前に使う道具は部員各自に専用のものを用意する。

・お点前に使う道具で数が足りず部員が共有せざるおえないものについては、触る前後で手を洗うまたはアルコール消毒をする。

・お点前の稽古で点てたお茶はお点前をしている部員が自分で飲む。

・他者との距離を可能な範囲で2m(最低1m)を確保する。

・対面の活動中は30分ごとに10分間は換気を行う。

・用具、ドアノブ、スイッチ等については、使用前後に消毒を行う。用具等については、使用前に消毒を行う。

・ゴミ(ティッシュペーパーやドリンクボトル等を含む)の処理・廃棄は、ビニール袋等に入れて、各自持ち帰る。

茶道部茶室 火・金の18時～21時

鹿田美術部 鹿田校友会

鹿田美術部は部員の予定を優先しております。参加を強いることはございませんので体調不良の場合は容易に休むことを可能にしています。各自で体調管

理を行ったうえで以下の感染症対策にご協力いただきますようよろしくお願いします。

【部室を利用する方へ】

・感染症対策のため、体調不良の方、県外移動直後の方の利用は遠慮していただくようお願いしています。

・部室を利用する際、マスク着用は必須です。消毒、検温を各自で行ったうえで利用してください。

・大人数での部室利用を避けるため、一度に入室できる人数を制限させていただく場合があります。

・利用時間に関わらず、部室利用を行う場合は常時換気を行っていただきますよう、ご協力をお願いします。

・利用中の私語はできる限り控えていただきますようご協力をお願いします。

・利用後は使用した画材、テーブル、椅子、ドアノブはアルコール除菌シートで消毒していただきます。

【感染症が不安な方へ】

　鹿田美術部では感染が不安な方にも配慮し、自宅での作品制作をOKにしています。Zoomを用いて部員間で作品を共有する機会がありますので是非自宅

で作品を制作していただいてZoomに参加していただければと思います。

岡山大学鹿田キャンパス　

部室棟2階 自由

柔道部 鹿田校友会

練習前の手指のアルコール消毒
対面で組み合う練習は最大15分まで
練習に相手が必要でないメニューにおいてはマスクの着用
掛け声など大きな声を出すことはなるべく控える
練習の合間の休憩では、部員間で適切な距離をとること
部活後の部飯は当面の間無し(規制が解除され次第再開) 鹿田体育館　柔道場 火.木の18時〜20時



北アルプス三俣診療班 鹿田校友会

部室での密を避けるため、作業は必要最小限の人数で速やかに行う。

部室に消毒液を設置し、各自手指消毒を行う。

部室を使用する際は換気を徹底する。

部室での飲食は控える。

勉強会などは極力オンラインで行う。

不織布マスクの着用を徹底する。登山時に息苦しい場合にのみ外す。

活動は希望者のみで行い、活動参加に不安のある人に参加の強制をしない。

活動参加1週間前から体調を記録し、少しでも発熱、倦怠感、関節痛などの症状があれば活動参加を自粛する。

飲み会・会食は行わない。

車で移動する際には換気を行う。公共交通機関を使用する際には極力密を避け、会話を控える。

登山時であっても適度に距離を取り、密を避ける。

登山休憩中、飲食時の会話は控える。

登山終了後は速やかに解散する。帰宅後すぐに手指消毒、石鹸での手洗いを行う。

大学が求める感染対策を遵守する。

北アルプスの三俣山荘、

山、部室

診療活動：7月中旬から8月下

旬に1週間　練習登山：2～3か
月に1回


