
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

ボランティアサークルろっと
津島同好会（文化
系）

大学が定める正課外活動における感染症対策に加えて
 ・活動日には万が一のときに備え、参加者全員の氏名、体温、マスクの有無、体調、連絡先を記録し、代表が保管する
 ・サークル員に帰岡後1週間の活動参加の自粛、複数人（サークル員以外の人との食事も含む5人以上）での会食の自粛を徹
底する
 ・会場に入る前は、手洗い・アルコール消毒をする
 ・少しでも体調に不安のある人は休んでもらう（最近は花粉症と似た症状とも言われるため）
 ・人と人との距離をできるだけ大きく（最低でも1ｍになるように）とる。席は⻑机に1人、交互になるように座る
 ・活動中は可能であれば常に窓を開け、最低でも一時間に1回10分間開ける
 ・不織布マスクがない・きちんとつけていない人の参加は禁止する

火・木→きらめきプ
ラザ（ゆうあいセン
ター） 水→幸町図
書館

火・水・木の18:00-
20:00

DS部
津島同好会（文
化系）

オンラインを活用し、県や岡山大学が求める感染症対策に準じて活動する。対面での活動時は、
 不織布マスクを着用し、互いに距離を取って会話する

SBF
津島同好会（体育
系）

・活動前に検温・消毒をして、用意している記入表に必ず記入する。マスクが不織布マスクでない場合はSBFが用意してい
る不織布マスクを着用し活動に参加する。
・活動する前にドアや扉を開けておき、常に換気ができる状態にしておく。
・活動中はお互いが手を伸ばしても触れない程度(1~1.5m)に距離をとる。
・休憩中飲み物を飲む時以外はダンス中であったとしてもマスクは外さないようにする。 飲む時も話さないようにする。
・活動後、解散前にもう一度消毒をする。
・活動後メンバー同士で飲食立ち寄りを原則禁止。
・発熱やのどの痛み、咳などの有無に限らず体調が少しでも異変がある場合は活動自粛。
・旅⾏や飲食などマスクを外す場面が多い場合や⻑時間人と過ごす場合は、無自覚無症状の感染の可能性があるため、2週
間の活動自粛をする。体調が悪くなった場合は必ず自粛、可能ならPCR検査をする。
・大学や県から言われている対策を守る。

清水記念体育館、
ジップアリーナの外 木曜日17:30〜19:30

jumping cats
津島同好会（体
育系）

・家を出る前の検温、健康チェックの徹底。
 ・活動の前後での検温、健康チェック表の記入、30秒以上の丁寧な手洗い、布マスクではなく不織布マスクを着用している
か確認、の徹底。
 ・活動中に出たゴミは各自が責任を持って持ち帰る。
 ・休憩中、飲み物を飲むとき以外は不織布マスクを外さないようにする。特に、マスクを外している時は会話を控える。
 ・建物内での活動の際は、常時室内を換気する
 ・飲食や旅⾏など、感染リスクの高い⾏動をした人の一週間の活動自粛
 ・活動中のハイタッチ、至近距離での会話、大声を出すなど、感染リスクの高い⾏動の禁止
 ・更衣室などの小部屋に一度に入る人数を2人までに制限し、室内での会話を禁止する
 ・接触回数の多い、ドアノブや窓のわく、またサークル内の備品など、不特定多数の人がさわる物の消毒の徹底。

シティライトスタジ
アム前
旭東小学校体育館

シティライトスタジア
ム前16：16：30〜
19：00
 
 旭東小学校体育館
 16：00〜19：00

おとうふ 津島同好会

対面で活動を⾏う際は不織布マスクの着用を義務付け、会話等も最小限で⾏うものとする。対面活動の際は手指の消毒を徹
底し、
 雀荘についても市内の感染対策のなされた雀荘を使用する。また、対面活動を⾏う際には、参加メンバーが一週間以内に県
外への移動(特に感染拡大地域への移動)を⾏っていないかを確認の上活動を⾏う。
 感染拡大地域に⾏ったものに関しては最低1週間の対面活動自粛を求め、部員等での食事も自粛を呼びかける。

基本的にオンライン
での活動。対面で⾏
う際は岡山市内の感
染対策のなされた雀
荘を使用。 ⼟曜日22:00〜24:00



Brucke Heim(ブリュッケハイム)
津島同好会（体育
系）

不織布マスクをつけて活動をする。5人以上での会食をしない。お互いが手を伸ばしても触れない程度に距離をとる。活動
前には検温を⾏う。サークル内での大人数での旅⾏は自粛してもらう。

ジップアリーナ ⽉2~3回17:00~19:00

バドミントン同好会
津島同好会（体育
系）

バドミントン同好会では、普段は週３〜５で活動しています。また⻑期休みでは週に１，２回です。活動内容としまして
は、バドミントンのダブルスをしています。普段サークルをするうえで、活動前には各自で検温をし、３７．５以上の人に
は当面の間サークル活動を自粛するように呼び掛けています。また、バドミントンプレー中以外での不織布マスクの着用を
定期的に呼び掛けています。そして、バドミントンは室内競技なので、なるべ喚起を⾏いながら活動しています。コロナの
感染症対策の呼びかけも定期的に実施しています。

第二体育館、ZIPア
リーナ、瀬⼾体育
館、和気体育館 週１〜５

sugar
津島同好会（文化
系）

定期的なミーティング等の活動はないので、主催イベントの感染対策に努める。協力していただく貸スタジオや、ライブハ
ウスの感染対策に準じた活動を⾏う。ライブ当日は部員及び来場者の体温測定及び不織布マスク着用、イベント終了後は手
洗い・うがい・消毒を徹底し、速やかに解散する。またそのイベント開催一週間前は県外への旅⾏を自粛する。

 体調の管理と15分に1回の換気の徹底を⾏い、体調が良くない場合は活動に参加させず帰宅させる。

岡山大学B.V.C
津島同好会（体育
系）

検温をしてから活動に参加し、体育館にはいる際にアルコール消毒を徹底する。また、活動中に換気をしたり、試合以外で
の不織布マスクの着用を徹底する。活動外においては、感染リスクの高い⾏動をした場合、1週間活動を自粛する。また、5
人以上の私的外食を控える。

教育学部体育館
⽉、水、金7時半〜8時
半

ふくろうのて
津島同好会（文化
系）

サークル参加者の体調管理の徹底、不織布マスクの着用を推奨する、なるべくサークル中は声を出さないように心がける、
一定の距離を空けて活動する

当面の間オンライ
ン、以前は図書館の
グループ学習室

⽉・18：30〜20：
00、水・15：30〜
17：00

岡山大学競技かるた部
津島同好会（文化
系）

・毎試合ごとに窓を開けての換気を⾏う。
・不織布マスクは必ず着用。
・活動中や活動前後で5人以上での会食は⾏わない。
・県外に⾏った人は1週間、活動を自粛してもらう。

大学会館 和室 水木金の9~21時

みのり
津島同好会（文化
系）

濃厚接触の疑いがある部員および感染リスクが高いと思われる部員は一週間程度活動を自粛してもらう。部員での会食を控
える。不織布マスクの着用を徹底する。圃場（外）で活動を⾏うので、換気は十分にされている。

岡山大学農学部圃場
水・金の15時半〜17
時ごろ

岡大軟庭愛好会
津島同好会（体育
系）

活動前に手指の消毒、検温を⾏うとともに毎日の健康管理や⾏動記録を⾏う。
 参加者全員が不織布マスクを着用し、1メートル以上の距離を確保する。
 発熱者に加えて、喉の違和感や咳などの症状がある人は、参加を自粛する。
 活動中は常に換気を⾏う。
 椅子や机など人が触れる場所は活動終了時に必ず消毒を⾏う。
 活動終了後は速やかに退室、帰宅する。
 私生活でも感染症対策の徹底を要請し、感染リスクの高い⾏動があった場合には１週間以上の活動自粛を要請する。
 会議など非対面で⾏うことが出来る活動はオンライン上で⾏う。
 活動は自由参加として各自の意見・判断を尊重する。

岡山県総合グラウン
ドテニスコート 水・⼟の14時〜17時



F.S.C 夜間主部局

活動前に手指の消毒、検温を⾏うとともに毎日の健康管理や⾏動記録を⾏う。
参加者全員が不織布マスクを着用し、1メートル以上の距離を確保する。
発熱者に加えて、喉の違和感や咳などの症状がある人は、参加を自粛する。
活動中は常に換気を⾏う。
椅子や机など人が触れる場所は活動終了時に必ず消毒を⾏う。
活動終了後は速やかに退室、帰宅する。
私生活でも感染症対策の徹底を要請し、感染リスクの高い⾏動があった場合には１週間以上の活動自粛を要請する。
会議など非対面で⾏うことが出来る活動はオンライン上で⾏う。
活動は自由参加として各自の意見・判断を尊重する。 夜間主分局BOX 水・金の21:00〜22:30

アウトドアスポーツ同好会
津島同好会（体育
系）

・周りに人がいる際は、不織布マスク着用を徹底する。
 ・幹部、上級生が積極的に不織布マスク着用等の感染症対策を⾏い、サークル内の感染症対策意識を高める。あまり協力的
でない態度の成員には、注意を促す。
 ・息苦しさ等でマスクを外したくなった際は、周りに人がいないとこで短時間外すという条件付きで許可する
 ・感染者数の多い都道府県との往来は基本控える。
 ・他県から帰岡した場合は、1週間ほど活動への参加自粛を要請する。
 ・主な活動場所であるジップアリーナには、入口にアルコールと検温の機械がある。そこでの消毒・検温を徹底する。
 ・少しでも体調に異常を感じた場合、サークル活動への参加は控えてもらう。
 ・活動中は体育館の窓を少し開けることで換気を⾏う。

ジップアリーナ
基本的に水・⼟の
17:00〜19:00です

岡山大学フィギュアスケート部
津島同好会（体育
系）

・参加者は，毎日検温・体調観察を⾏い，平熱以上の発熱・喉の
痛み・倦怠感・呼吸困難・嗅覚又は味覚障害の自覚症状がある場合は出場を自粛する。
・各自で手指消毒液等を用意し，定期的に手指消毒をする。
・移動中及び会場では激しい運動をする時を除き不織布マスクを着用し，大声での会話を控える。
・移動については，可能な範囲で 2m の距離をとる。公共交通機関での移動時には密集，密接を徹底して避ける。車での移
動時には換気を⾏う。
・宿泊する場合は，ホテルで 1 人 1 室，自室の風呂を使用，食事等は自室，不要不急の外出を控える。
・大人数(5 人以上)での会食は一切禁止とし，会食する場合でも，大声での会話の自粛，短時間開催，座席の間隔をとる。
・集合から解散までの詳細な⾏動記録をつけ、いつでも提出できるように保管する。
・飲み物は各自で持参し、共有しない。
・移動中やどこかに滞在しているときは常に換気をする。
・汗を拭く用のタオルを共有しない。
・大会期間中移動は必要最低限とする。
・大会が終わった後は各自速やかに帰宅する。
・休憩時には出来るだけ接近・接触しないようにし、もしも接近・接触した場合は各自速やかに手指消毒する。
・普段接触しない人との接触を出来るだけ避ける。
・不特定多数の人が触っているような感染リスクのあるものにはできるだけ触らないようにし、触った場合は速やかに手指
消毒する。
・申請書に記載した旅程からは出来るだけ外れないようにする。
・ソーシャルディスタンスを可能な限り 2m 以上(最低 1m 以上)とる。
・室内では常時換気をする。

岡山国際スケートリ
ンク

⽉曜21時〜23時、⼟
曜日13時〜15時



岡山大学フィギュアスケート部
津島同好会（体育
系）

・出場・参加者(帯同者を含む。)は，毎日検温・体調観察を⾏い，平熱以上の発熱・喉の痛み・倦怠感・呼吸困難・嗅覚又
は味覚障害の自覚症状がある場合は出場を自粛する。
・各自で手指消毒液等を用意し，定期的に手指消毒をする。
・移動中及び会場では激しい運動をする時を除き不織布マスクを着用し，大声での会話を控える。
・移動については，可能な範囲で 2m の距離をとる。公共交通機関での移動時には密集，密接を徹底して避ける。車での移
動時には換気を⾏う。
・宿泊する場合は，ホテルで 1 人 1 室，自室の風呂を使用，食事等は自室，不要不急の外出を控える。
・大人数(5 人以上)での会食は一切禁止とし，会食する場合でも，大声での会話の自粛，短時間開催，座席の間隔をとる。
・集合から解散までの詳細な⾏動記録をつけ、いつでも提出できるように保管する。
・飲み物は各自で持参し、共有しない。
・移動中やどこかに滞在しているときは常に換気をする。
・汗を拭く用のタオルを共有しない。
・大会期間中移動は必要最低限とする。
・大会が終わった後は各自速やかに帰宅する。
・休憩時には出来るだけ接近・接触しないようにし、もしも接近・接触した場合は各自速やかに手指消毒する。
・普段接触しない人との接触を出来るだけ避ける。
・不特定多数の人が触っているような感染リスクのあるものにはできるだけ触らないようにし、触った場合は速やかに手指
消毒する。
・申請書に記載した旅程からは出来るだけ外れないようにする。
・ソーシャルディスタンスを可能な限り 2m 以上(最低 1m 以上)とる。
・室内では常時換気をする。
・大会主催者が定めた感染防止対策を厳守する。

岡山国際スケートリ
ンク

⽉曜21時〜23時、⼟
曜13時〜15時

RSS
津島同好会（体育
系）

活動中も出来るだけの（運動をして息苦しさを感じる場合を除く）不織布マスクの着用。
 道具の消毒の徹底。
 メンバーのアルコール消毒を徹底。
 活動中や活動外でもsnsなどを通してコロナ対策への重要性伝え、感染防止対策を推し進める。
 5人より多い人数での会食をひかえ、それより少ない人数の会食も×（できるだけ）控えるようにする。
 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、対面で課外活動の参加を自粛する。
 サークルに参加する人は必ず検温を⾏い、異常がみられるものは、参加を控えてもらう。 岡山県営テニスコー

ト

火曜日17時から19
時、金曜日17時から
19時、⼟曜日15時か
ら17時、日曜日15時
から17時

クローバー
津島同好会（体育
系）

対面での活動の際には不織布マスクの徹底をし，バドミントンの試合中以外には1メートルのソーシャルディスタンスを保
ち，活動中の室内の換気を徹底する．活動の参加の際には検温を徹底させ，平熱以上の発熱やコロナの自覚症状がある場合
は活動の自粛をしてもらう．私生活で5人以上の会食や他県への移動をした場合は，7日間の活動参加の自粛を求める．

ジップアリーナ 週2回の18時から20時

stark(シュタルク)
津島同好会（体育
系）

プレー中以外のところでは不織布マスクを着用することを徹底する。飲み物などを共有しない。サークル活動後は寄り道す
ることなく直帰するように部員を注意する。
 岡山大学から報告された活動に関するルールについて部員と共有する。帰省や旅⾏などで県外に出た場合は最低2週間は活
動に参加することを自粛してもらう。活動に参加する部員はアルコール消毒を⾏い、体温を測定し、37度以上の場合は速や
かに帰宅してもらう。5人以上での会食を禁止する

イコットニコット
フットサルコート、
ニッショク、岡山
ドーム等

⽉曜15時〜22時、⼟
曜12時〜22時の中か
ら各々2時間程度



大学祭実⾏委員会 大学祭実⾏委員会

毎週⼟曜の会議前に必ず検温を⾏い、体調がすぐれない場合は当日の活動に参加することを禁止する。
 他者との距離は可能であれば2m(最低1m)確保する。
 主な活動場所である生涯学習センター、大学会館に用意してある消毒を必ず利用する。もし、用意されていない場合はあら
かじめ持っていく。
 必ずマスクを着用するよう前日から呼びかける。特別な理由がない限りは不織布マスクを着用する。
 会食・飲み会は個人でも自粛するよう呼びかける。 大学会館 ⼟曜10時〜14時

岡山プロスポーツ文化まちづくりサークルSCoP
津島同好会（文化
系）

対面での活動中の不織布マスク着用を徹底する。その上で1メートル以上のソーシャルディスタンスを確保、可能な限り常
に換気を⾏う。
私生活で感染リスクの高い⾏動(居住地区外への移動、5名以上での会食など)をとった場合、1週間対面での活動を控える。
個人の事情を優先し活動への参加を強要しない。 奉還町商店街、図書

館
ミーティング週一回程
度

SPLASH
津島同好会（体育
系）

4⽉中は毎週火曜日と金曜日の16時半〜18時に第二体育館で活動を実施する。
 活動に際して以下の点について気を付けます。
 活動前に自宅で検温を実施してもらいまた体調管理を徹底してもらいます。また体調に少しでも異変があると考えられた場
合にはその日の活動を休んでもらいます。
 活動時には基本、全員に不織布のマスクを着用するようにしてもらい、ソーシャルディスタンスを心がける。プレー中はマ
スクを外すことを許可するがプレーをしていない人は必ずマスクを着用してもらいます。
 活動時には体育館の窓を開け喚気を心がけ３密を回避する。
 活動終わりには手洗いうがいをしてもらい可能であればアルコール消毒を実施します。
 また部員のプライベートの部分でも大人数での会食を控えてもらうように呼びかけ感染者の多い地域に⾏った部員について
は活動の参加を自粛してもらいます。

第二体育館
金曜日の16時半〜18
時

SEED
津島同好会（体育
系）

過度な運動を⾏わない時、活動中は常に不織布マスクを着用する。
 アルコール消毒をコートに設置する。
 活動中だけでなく活動前後も不織布マスクを着用に上最低1メートル以上の距離をとる。岡山県外に⾏ったものや感染リス
クの高い同窓会等に出席した者は1週間活動参加禁止。タオルや飲み物等は共有しない。活動の性質上、ラケットの貸し借
りを⾏う場合があるが、その場合コートにある消毒液を使用する。活動時ドアは常に全開にしておく。部員には毎日検温し
てもらい、37.5以上の熱がある時は活動参加禁止。また、体温だけでなく、咳やだるさなどの体調面で少しでも異変を感じ
たときも活動参加を控えるように呼びかける。友人と会食をする時は、4人以下で、感染症対策がきちんと⾏われているお
店を選び、⻑居をしないようにする。黙食を心がけ、食事以外はマスクをすることを徹底する。

ZIPアリーナ ⽉6回2時間

岡山大学まちづくり研究会
津島同好会（文化
系）

これまで、私たちは様々な感染症対策を徹底してきました。私たちは毎週屋内の部屋でミーティングを⾏っていますが、そ
の際には不織布マスクの使用を徹底するよう呼びかけています。また蔓延防止等重点措置が適用された地域へ⾏ったメン
バーは、その地域から岡山へ帰ってから最低２週間は対面での活動を自粛するなどの処置を講じてきました。そして今回オ
ンライン講習会を受講し、そのような明確な基準だけでなく、個人の判断での活動自粛も必要だと感じました。具体的に
は、帰省などで地元の友人たちと大人数で会食するなど、蔓延防止等重点措置が適用されるような都市圏には⾏かずとも、
私生活で感染リスクの高い⾏動をとったメンバーには対面での活動を自粛するよう要請していきます。また、新入生および
メンバーが対面での活動やワクチン接種、PCR検査に対して少しでも不安を感じている場合は決して強要しないことにも留
意しなければならないと強く感じています。加えて、メンバーが対面での活動に不安を感じている場合はオンラインでの参
加も可能なことを伝え、新入生もメンバーも安心して活動に参加できる環境を整えていきます。

京山公⺠館 日曜日の午前中



ビリペル
津島同好会（文化
系）

旅⾏や普段会わない複数人との会食を⾏った場合、1週間は練習・ライブなどに参加しない。また、サークル員との会食を
⾏わない。
練習中は不織布マスクを着用し、飲み物などは共有しない。
ライブでは、演奏者はマスクなしで⾏うが、演奏中は観客と5m以上間隔を空け、観客は不織布マスクを着用する。演奏後は
マイクを消毒する。

運動公園ジップア
リーナ横(屋外)

各バンドによる。週1
〜⽉1程度で1回あたり
2時間の練習。

岡山大学eスポーツ部
津島同好会（文化
系）

オンラインベースの活動で、対面の活動を⾏わない。
オンライン 不定期

岡山大学被災地支援団体おかやまバトン
津島同好会（文化
系）

毎週の会議はこれまで通り、基本的にZOOM等を利用したオンライン活動を⾏っていく。
 対面での活動を⾏う場合は、不織布マスクの着用、こまめな手指消毒を徹底する。屋内であれば常に換気を⾏う。
 5人での会食、県外への旅⾏、県外からの帰省をしてメンバーについては、1週間程度対面の活動への参加は控えてもらう。
 サークル内では5人以上の会食は⾏わない。個人での会食も、5人以上での会食について注意することをLINEグループで呼
びかける。 毎週の会議はzoom

で⾏っています。 毎週⽉曜日 19:00から

法友会
津島同好会（文化
系）

【部室の使い方】
・入室時に「日付、学生番号、名前、体温、滞在時間」を指定の紙に記入する。
・入室上限は5人とする。
・感染症対策をして利用する。
・常に換気をする。
・常に不織布マスクを着用する。
・退出時、使用したところを除菌する。
・複数人で一か所に留まらない。
・グループ学習（3人以上）を禁止とする。
・向かい合っての会話は避ける。
・食事を禁止する。
・検温の結果、平熱以上または37.5℃以上の発熱がある場合は使用を禁ずる。
・咳・喉の痛み等の風邪症状がある場合は使用を禁ずる。
・倦怠感または呼吸困難等の自覚症状がある場合は使用を禁ずる。
・嗅覚又は味覚障害の自覚症状がある場合は使用を禁ずる。
 
【活動時のルール】
・手指消毒を⾏う。
・「名前、学生番号、体温」を指定の紙に記入する。
・活動後、使用したスペースの消毒を⾏う。
・常に不織布マスクを着用する。
・常に換気をする。
・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 文法経講義棟 水曜日14:00〜16:00



岡山大学硬式庭球同好会
津島同好会（体育
系）

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
症状の症状がある学生は、当日の活動を禁止する。
他者との距離は、可能な範囲で２ｍ（最低１ｍ）を確保する。
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
洗いを⾏い、定期的に手の消毒も⾏う
活動で使った用具は、活動後にすべて消毒する
テニスをしていない人は常にマスク着用を義務とする
不用意にヒトに近づいたり、スキンシップを取らないようにする
なるべく不織布のマスクを着用する 県営テニスコート

水・⼟・日の15〜17
時

A.T.T.
津島同好会（体育
系）

毎日体温・体調を確認してもらい、熱がある場合や体調が普段と違う場合には活動への参加を自粛してもらう。
 テニスのプレイ中以外は不織布マスクの着用を徹底する。
 会話する時は不織布マスクを着用した状態で1mの間隔を空ける。
 また旅⾏など県外に⾏った団体員には1週間活動への参加を自粛してもらう。
 飲食店に⾏く場合は4人以下で、食事中は黙食を心がける。

岡山県総合グラウン
ドテニスコート

⽉金の19-21時 水曜
日の15-17

ACE
津島同好会（体育
系）

・極力マスクをつけて活動し、スポーツが困難になった場合のみ私語を少なくした上ではずす。
・アルコール衝動の徹底をする。手だけではなく、備品等も毎回消毒を施す。
・基本的に集まって食事はしない。しなければならない時は4人以下
・県外移動があれば1週間の活動自粛をお願いする。
・不繊維マスクの着用をして活動すること
・コロナ症状の自覚があるものの当日の活動禁止

総合グラウンドテニ
スコート 水⼟日の15時〜17時

Hornet
津島同好会（体育
系）

・オミクロン株リバウンド防止特別対策期間において帰省や旅⾏などの県外移動をした部員や複数人でなどリスクの高い会
食をした部員などに対する活動自粛
・活動前後、活動中(卓球中)の不織布マスク着用の徹底
・会話時の密回避の呼びかけ
・毎回の活動時に参加者の体温記録
・手指のアルコール消毒の使用
・体育館扉、窓を開放し換気を⾏う ジップアリーナ

⽉・水・日曜日の18時
〜20時など



eve
津島同好会（体育
系）

○個人記録表を制作・配布し、毎日の検温を⾏ってもらう。また、風邪症状・味覚嗅覚障害がある学生は、当日の活動を禁
止する。
 ○日常的な感染対策を連絡網で呼びかける。
 ○団体記録表を制作し、活動に参加した人をリストアップしておく。
 ○水分補給時以外は不織布マスク着用。外す時間も短くするよう呼びかける。
 ○他の人とは1~2m距離を保つ
 ○体育館内は、30分ごとに15分間は換気を⾏う。
 ○活動前・後は消毒を徹底。
 ○使用するバレーボールはゲーム毎に消毒を⾏う。
 ○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。
 ○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。
 ○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、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。これを連絡網で⽉１回のペースで呼びか
ける。
 ○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、メンバー間を含む複数人での飲食をなるべく自粛する。
 ○5人以上での会食、飲み会、懇親会は⾏わない。

ジップアリーナ
主に水・⼟の18〜21
時

REEF
津島同好会（体育
系）

大学が求める感染症対策を実施した上で、活動をしていくのですが、自分たちのサークルはフットサルをするため、試合中
はマスクをすることが困難なので、試合以外のときは不織布マスクを着用し、試合中も出来るだけ声は出さないように徹底
していきたいと思っています。また、会食についても、少人数でも感染者がでているため、コロナの状況が少し落ち着くま
では会食しないということを全体に伝え、感染者を出さないようにしていきたいと思います。

清水記念体育館 水曜日14時〜17時

APELITIF
津島同好会（体育
系）

 私的旅⾏、会食の原則自粛と自粛勧告を⾏い、帰省などにより県外へ出た者の1週間の活動自粛を要請する。
 感染した者、濃厚接触者が現れた場合十分な期間全体の活動を自粛する。また、幹部、大学側への速やかな連絡を促す。
 活動の際は、仕方なく外さなければならない場合を除く不織布マスクの着用、アルコール消毒を徹底し、ソーシャルディ
スタンスをできる限り守った上で⾏う。また、大声を出したりなど、飛沫が大きく飛ぶような⾏為を原則禁止する。
 活動終了後は速やかに解散する。他団体が活動後速やかに解散せず集まって話などをしていた場合支援課に報告をする。
 コロナ状況が収束しない限り、活動全体での旅⾏、合宿、コンパなどは一切⾏わない。

みゆき 津島同好会

毎日体温・体調の確認をしてもらい、異常（37.5度以上の熱、倦怠感、咳など）があれば活動への参加を自粛してもらう。
不織布マスクの着用を徹底する。特に、テニスをしている時以外は必ずマスクをし、会話するときは1m以上離れる。テニス
をしている時はマスクの着用は絶対ではないが、会話は控え、他の人とは2m以上距離をとる。
帰省や旅⾏、大人数での飲食など、感染リスクの高い⾏動をとった人については、1週間活動への参加を自粛してもらう。
飲食店に⾏く場合には、4人以下で、かつ感染症対策をしている店に⾏く。黙食を心がけ、会話をする時はマスクを着用す
る。また、⻑居はしない。

岡山県総合グラウン
ド

火・水・⼟・日の17時
〜19時

岡山大学第二体育館で19〜22時、水・木曜
日はジップアリーナで18〜21時で



ソフトボール同好会
津島同好会（体育
系）

活動に参加する際は必ず検温と消毒を実施し、ピッチャー以外の活動者には不織布マスクの着用を義務付ける。
また、互いに2メートル以上の距離を保ちつつ、4人以上での会食は禁止する。さらに、旅⾏や大人数での会食な
どウイルスに感染するリスクの高い⾏動を⾏った際には一週間から10日ほど活動を自粛する。

文法経グラウンド
水・⼟の14時から17
時

⻭学部卓球部 鹿田同好会

運動時以外の不織布マスク着用を要請する。着用していないときは近距離での会話は⾏わない。
窓を開放し、常に換気を⾏う。
課外活動への参加を強制しない。
私生活で感染リスクの高い⾏動をとった者は、一週間活動を自粛する。

校友会クラブ棟
火〜金の17時〜20時
15分（選択制）

⻭学部⼸道部 鹿田同好会

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 鹿田⼸道場
不定期(大会前の強化
練習、自主練習など)

鹿田書道サークル 鹿田同好会

活動中のマスク着用を義務付ける。活動前、活動後は机や道具の消毒を⾏う。活動時はドアや窓を開け、換気をする。
活動後の部員同士の会食は自粛する。

基礎医学棟
火曜16~18時（変更あ
り）



鹿田手話同好会ふくろうのて 鹿田同好会

・活動を⾏う部屋のドアまたは窓を開け、部屋が密閉状態にならないようにする。
・他者との距離（最低1ｍ）が確保できない人数である場合はオンラインでの実施やより広い部屋への移動といった対策を
取る。
・対面で⾏う場合、前日の夜と朝に体温測定および体調を確認する。
・発熱、喉の違和感、鼻水などの風症状があれば活動参加を自粛する。
・活動のお知らせをする際に不織布マスクの着用についても連絡する。活動日前日にも不織布マスクの着用をLINEなどを
使って呼びかける。
・不織布マスクを着用していない人がいた場合に備えて、団体として予備の不織布マスクを準備する。
・感染リスクの高い⾏動をした部員には1週間オンラインでの参加とする。
リスクの高い⾏動：5人以上で会食した場合、県外に旅⾏（帰省を含む）を⾏った場合
・アルコール消毒を徹底する。

L-commons(空いて
いなければ大学内の
別の部屋で⾏いま
す)

週に1回（部員のスケ
ジュールに合わせて）

鹿田自転車同好会 鹿田同好会

自転車に乗っている時はマスクを外す。また、自転車に乗っている時の合図としては手信号を用いてコミュニケーションを
とり、できる限りマスク無しの会話を無くす。
もし、話す必要がある場合は1度止まりマスクを着用する。
やむを得ず活動中に補給食等をとる場合はマスクを外すが、その間は喋らないことを原則とする。

不定(集合場所は鹿
田キャンパスか津島
キャンパス)

⽉に3回（基本⼟日又
は休日）


