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会場アクセスのご案内

（宇都宮大学峰キャンパス）

周辺環境とアクセス
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宇都宮大学
陽東キャンパス
（地域デザイン科学部

・工学部）

宇都宮大学
陽東キャンパス
（地域デザイン科学部

・工学部）

陽東キャンパス峰キャンパス
JR宇都宮駅から2.2km

バス約15分
JR宇都宮駅から4.2km

バス約20分

餃子の
｢宇都宮みんみん｣

餃子の
｢宇都宮みんみん｣

中華料理
宇都宮餃子
｢めんめん｣

餃子の｢正嗣｣

宇都宮大学は、栃木県で唯一の国立大学法人。
キャンパスは北関東最大の都市、餃子で有名な宇都宮市の街中にあり、
JR宇都宮駅からバスで15分～20分の場所に位置するという抜群の立地条件で、
峰キャンパスであれば、徒歩でも30分程度で到着できます。
キャンパス周辺には坂が少なく商店も多いため、ショッピングやバイトも徒歩や自転車でOK！
JR宇都宮駅から東京までは新幹線で約50分！東北各県とも直通しています。
JR湘南新宿ラインなら渋谷や横浜まで乗り換え不要。就活や帰省に、アクセスは抜群です。

宇都宮市のある栃木県には、
世界遺産のある日光市や自然豊かな那須町、
また佐野ラーメンで有名な佐野市など、
宇都宮以外にも観光スポットがたくさん！
宇都宮市に住めば、
日帰りで観光を楽しむこともできます。
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ＪＲ宇都宮駅から宇都宮大学へのバスなど交通機関ご案内

　駅の改札口は新幹線専用 1 箇所，JR 在来線は 2 箇所（ただし駅員が常駐するのは 1 箇所）に分かれています．

ただし，出口は基本的に新幹線ホームから階段を下りて（在来線利用の場合は階段を上がって）1 箇所です．

　大学方面へのバス乗り場は西口から 2 箇所，東口からは

1 箇所になります．

＊西口（東京方面に向かって右手側の出口）

西口を出てすぐにバスの乗り場と発車時刻の案内盤があ

ります．ご利用の方は宇都宮大学方面」の案内を参考に

してください．ただしいずれも始発ではなく，市街地を

経由しながら来ますので，時刻表通りの運行はほぼ期待

できません．

① 3 番乗り場（JR バス）：ローソンのすぐ前です．発着本

数は少なく，1 時間に 1,2 本ですが，全てのバスが宇大前

（宇都宮大学前）を通ります．

② 14 番乗り場（東野交通）：色々な方面行きのバスが発着

しますので，乗り間違いに十分にご注意下さい．

利用可能な行き先は「真岡」「益子」「海星女子学院」「卸

団地循環」「ベルモール」「御幸交番」です．「真岡」「益子」

行きについては経由先が異なるものがありますが，それ

らを含め上記行き先のバスは全て宇大前を通ります．

本数はあわせて 1 時間に 3 ～ 6 本ですが，必ずしも等間隔運行ではありません．料金は JR バス，東野交通

共に駅から 210 円，所要時間は約 10 ～ 15 分です．

＊東口（東京方面に向かって左手の出口）

改札を出てから北方面（東京方面からは反対方向）のみどりの窓口などがあるコンコースを歩き，突き当た

りを右折するとバス乗り場（左側下りエスカレータ）とタクシー乗り場（右側階段とエレベータ）になりま

す．多少距離があり，改札を出て徒歩 3 ～ 4 分くらいです．

① 3 番（関東自動車）：「宇大循環（左回り）」「宇大循環（右回り）」，駅から 150 円（均一料金），約 10 分です．

本数は 1時間に 1本程度です．本数は多くないので，ご利用の際には発車時刻をよく確認の上，ご利用下さい．

全て駅始発ですので，出発が遅れることはありません．「左回り」と「右回り」があり，どちらも宇大前を

通りますが，左回りのほうが駅からの距離が短く，早く着きます．右回りは遠回りになり，30 分近くかか

ります．

＊タクシー利用

東口からの利用が大学までの距離も短く，待たずに乗れ，かつ早く着きます．約 7 ～ 8 分，1000 円程度です．

西口からの利用は，混雑した市街地を通るので時間がかかる上，また走行距離もやや長くなるので，東口利

用の場合よりも料金は割高になります．

＊徒　歩

駅東口に出てから約 25 分です．案内地図をご参照下さい．

宇都宮大学から JR 宇都宮駅方面へのバス案内

行き先はいろいろありますが，全てのバスが JR 宇都宮駅を通ります．駅西口に向かうバスがほとんどです．

一部，駅東口行き（関東自動車の「宇大循環」）があります．なお，バスの運行は遅延が多く，5 ～ 10 分の

遅れはしょっちゅうでほとんど当てになりません．

（芳賀町役場、芳賀バスターミナル、茂木行など）
JR宇都宮駅西口バス乗場③から乗車。約20分。「工学部前」下車

（芳賀町役場、芳賀バスターミナル、茂木行など）
JR宇都宮駅西口バス乗場③から乗車。約15分。「宇大前」下車

（真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など）
JR宇都宮駅西口バス乗場⑭から乗車。約15分。「宇大前」下車

東武宇都宮駅バス乗場から乗車。約25分。「宇大前」下車

（宇大循環バス左回り）
JR宇都宮駅東口バス乗場③番から乗車。約10分。「宇都宮大学前」下車

JR宇都宮駅東口から乗車。約5分。東武宇都宮駅西口から乗車。約15分。

（真岡、益子、海星学院、清原球場、ベルモール行など）
注）「宇大前」経由宇都宮営業所行、平出工業団地循環、松下電器行は陽東キャンパスへは行きません。

JR宇都宮駅西口バス乗場⑭から乗車。約20分。「工学部前」下車
東武宇都宮駅バス乗場から乗車。約30分。「工学部前」下車

（宇大循環バス右回り、左回り）
JR宇都宮駅東口バス乗場③番から乗車。約15分。「宇大工学部正門」下車

JR宇都宮駅東口から乗車。約10分。東武宇都宮駅西口から乗車。約20分。

は が ま ち や く ば　    は が　　　　　　　　　　　　　　　  もてぎ

も お か　 ま し こ　 かいせいがくいん  きよはらきゅうじょう

は が ま ち や く ば　    は が　　　　　　　　　　　　　　　  もてぎ
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JRバス

JRバス

東野バス

東野バス

関東バス

関東バス

タクシー

タクシー

☆峰キャンパス（JR宇都宮駅から2.2km）

☆陽東キャンパス（JR宇都宮駅から4.2km）

図中の　 　～　　は次ページの表中に付された丸数字に対応します。
　～　Refer to the places listed on the following page.

JR 宇都宮駅周辺
around JR-Utsunomiya station

峰キャンパス・陽東キャンパス周辺
around Mine Campus & Yoto Campus

キャンパス位置図及び所在地一覧 ACCESS MAP

32
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バス時刻表のご案内

時間

９ 07 07 西20 25 25 西40 47 56 56
１０ 00 09 作15 22 西36 54
１１ 00 西10 20 21 21 46 54
１２ 00 西10 20 西46 54
１３ 00 01 06 西10 20 33 46 54
１４ 00 02 西10 西26 51 54
１５ 00 西10 作20 21 46 作51
１６ 00 西10 作20 21 25 36 41 作55
１７ 00 02 西10 16 26 28 43 作52
１８ 00 西10 21 26 28 43 56 56
１９ 西10 25 43 52 56
２０ 02 西06 西46
黒：東野交通、 塗りつぶし：ＪＲバス、 枠囲み：関東自動車 (関東バス)
行き先：各社共通「無印」はＪＲ宇都宮駅西口経由東武宇都宮駅、

東野交通：「西」はＪＲ宇都宮駅西口、東武宇都宮駅経由西原車庫
ＪＲバス：「作」はＪＲ宇都宮駅西口経由作新学院、
関東バス：「東」ＪＲ宇都宮駅東口 (右回り)

所要時間：ＪＲ宇都宮駅西口まで閑散時10分、混雑時15分、
同駅東口までは宇大循環右回りで閑散時7～8分、混雑時15分

宇大前　　平　日　　　　　＜駅方面＞

2018.02

時間

７ 右30
８ 左00 右20
９ 左00 右35
１０ 左20
１１ 右00
１２ 左00 右45
１３ 左30
１４ 右30
１５ 左20
１６ 右00 左20
１７ 右05 左30
関東自動車 (関東バス)、均一料金150円
左：宇大循環線（左回り、宇都宮大学に先着）、     右：宇大循環（右回り、宇都宮大学後着）
所要時間：宇都宮大学まで左回り閑散時7～8分、混雑時12分、

右回り閑散時25分、混雑時35分

ＪＲ宇都宮駅東口　　平日　　　　＜宇都宮大学方面＞

2018.02

時間

７ 御03 益08 真14 海18 32 海33 御45 52 真53
８ べ13 交24 益28 34 真43 御45 59
９ 益28 34 ベ43
１０ 御03 12 真13 益28 37 ベ43
１１ 02 御03 真13 益28 32 ベ43
１２ 02 真13 益28 ベ38 42 御43 真53 59
１３ 真13 益28 37 御43
１４ 02 真13 益28 37 ベ43
１５ 02 御03 真13 海23 益33 39
１６ 御03 真13 19 海23 益33 真43 真53 59
１７ 御04 真13 海23 32 益33 真43 真53 59
③番のりば：ＪＲバス／全ての行き先のバスが宇都宮大学を通ります。
⑭番のりば：東野バス／行き先に注意 (下記の行き先以外は宇都宮大学を通りません)

真岡(真)、益子(益)、海星女子学院(海)、ベルモール(ベ)
卸団地循環(御)、御幸交番(交)

所要時間：宇都宮大学まで閑散時10分、混雑時15分　　宇大前まで210円

ＪＲ宇都宮駅西口　　平日　　　　＜宇都宮大学方面＞

2018.02
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講演会会場のご案内

（宇都宮大学峰キャンパス）

峰町4号館 
   29，30日 

大学会館
(29日のみ) 

まなびの森保育園 
(託児施設) 

バス停「宇大前」 
(駅方面行き) 

宇都宮大学峰キャンパス案内図 

北 コンビニ、郵便局 

昼食，買い物等のご案内

　学内には大学会館の 1 階に食堂があります．お弁当，パンなどは大学会館 1 階の生協売店（春休み中につき，

10 時～ 16 時の短縮営業です）並びに峰キャンパス北門脇の学内にコンビニエンストア（ミニストップ，24 時間

営業）をご利用いただけます．店内には飲食ができる結構広いスペースがあります．また，コンビニエンストア

隣りには郵便局もあります．

　大学の近傍には大きなレストランがほとんどありません．唯一正門を出て左手 100m ほど，キャンパスとは道

路反対側にファミリーレストラン（ガスト）があります．正門を出て右側，学内コンビニのある交差点斜め反対

側にお弁当屋さん（お米ひろば）があります．
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講演会場教室配置図のご案内

北 峰 町 ４ 号 館 （Ａ棟・Ｂ棟）

就職支援センター

ＥＶ ＥＶ

WC WC

ＥＶ ＥＶ

WC

　
教 Ａ棟

Ａ棟とＢ棟は本来独立した建物ですが、内部でつながっています． Ｂ棟

ＥＶ 基盤教育センター ＥＶ 4A41

階段 共同研究室 階段 4A42

ＷＣ 教員
研究室

ＷＣ 4A43

進路相談室

4A46 4A44
多目的ルーム 教員研究室

キャリア キャリア教育・

4A47
4A45

･カフェ （ＣＡＬＬ③）

4B21 4B22 階段

4B23
4B45

4B24 WC

4B41

4B424B43 4B44 WC

階段 入口 階段

4B46 4B47 階段

4A34

（ＣＡＬＬ①） （ＣＡＬＬ②）

ＥＶ

4A31

階段 基盤教育
事務室 4B31 4B32

リーディング
･ラボ

4A36

WC
基盤セ

入口

入口

4B35

階段

4B33

クリニック・相談室 ＷＣ 4A32

教員研究室

4A35 4A33

シアター

講 演 会 場 （ 峰 町 ４ 号 館 ） 教 室配 置図

２Ｆ ４Ｆ

３Ｆ１Ｆ

ＷＣ

ＥＶ

4B12 非常勤講師
控室

基盤教育
印刷室 4B34

4B11

 

第１会場 

第２会場 

第３会場 

第４会場 

第５会場 

第６会場 

試写室 

会員控室 

企業展示 
委員会室１ 

本部 

学生控え室

兼クローク 

委員会室２ 

委員会室３ 

委員会室４ 

委員会室５ 

受付 
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北

大学会館
和室 事務室

　　　下る

吹き抜け

厨房

２Ｆ 多目的ホール

生協売店
※営業は 10時～16時

　　　昇る
正面

出入口

厨房

生協食堂
厨房

１Ｆ

ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ
ｼｱﾀｰ

大学会館館内見取り図

階段

ＷＣ

談話室

トーク
ルーム２

トーク
ルーム１

階段

ＷＣ

※29､30日両日昼食
会場としても利用で
きます。

春休み期間中は時間短縮営業

生協
事務室

懇親会会場 (29日) 

  18:00～19:30 

総会・授賞式・受賞記念講演

会場 (29日) 15:10～17:30 

ポスターセッション会場   

(29日) 13:00～14:30 

懇親会サブ会場 (29日) 

  18:00～19:30 

ポスターセッション会場   

(29日) 13:00～14:30 

会員控室        
（29日午後のみ） 委員会室６ 

企業展示 

日本作物学会第 245 回講演会運営委員会

運営委員長：和田義春

事 務 局 長：高橋行継

運 営 委 員：伊澤由行・柏木孝幸・加藤常夫・加藤盛夫・神山拓也・房　相佑

平井英明・間野吉郎（50 音順）

事　務　局：〒 321-4415　栃木県真岡市下籠谷 443
宇都宮大学農学部附属農場　作物生産技術学研究室内

日本作物学会第 245 回講演会運営委員会事務局

E-mail : takahashi@cc.utsunomiya-u.ac.jp
TEL：0285-84-1206　FAX：0285-84-1206
講演会ホームページ：http://www.cropscience.jp/meeting/245/index.html
　　　　

本誌に掲載された論文などの著作権は，日本作物学会が所有しています．

学会ホームページ：http://www.cropscience.jp/


