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● 宿泊施設

ア）大学の近くで 不便だけど お金を節約するか、
イ）街中の 便利な処にするか、
といった 選択が有ります。大学までは 駅周辺・街中から 歩いても、３０分です。
ア） 大学の周辺

ア-1) 津島宿泊所（津島クラブ）

http://www.okayama-u.ac.jp/tsushima_club/index.html

http://www.okayama-u.ac.jp/tsushima_club/img/kokoroe_i090401.pdf

大学の宿泊施設です。農学部農場と職員官舎の間に有り、理学部まで歩いて３分。

洋A（バス・トイレ付き）： ￥２,６００
洋B（同上）： ￥２,４００
和（バス・トイレ共同）： ￥２,０００

別途料金：７～９月 冷房料金１００円、１２～３月 暖房料金１００円
※ 予約が要ります。『ここに泊まろう』と決めたら、出来るだけ 早めに 連絡下さい。
早い者勝ちです。こちらで 手配します。

ア-2) 岡山青年館
http://www.seinenkan.com/

財団経営なので、割安です。歩いて ５分。

ア-3) リーセント カルチャー ホテル
http://www.aigroup.co.jp/culture/

大学に最も近い「ホテル」です。岡山大から予約すると 5,500円 (朝食付き)で済みます。
（ネット予約より少し安い）ここに泊まるなら、連絡下さい。こちらで手配します。
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イ） 駅周辺＝街中

イ-1) 一般シティーホテル／ビジネスホテル
http://www.jalan.net/a/business-city/330000/index.html

他にも、るるぶ のページ、JTBのページ 等も使えます。

岡山ワシントンホテルプラザ
http://okayama.wh-at.com/

駅前の大通りにあって便利です。料金も手頃。

イ-2) サンピーチ岡山
http://www.sunpeach.jp/index.html

ここも公共のホテル (岡山県の共済組合)なのですが、結婚式場その他ありで 中級のホテ
ルなみの施設です。その割には、手頃 (?)な値段ですが、岡山の相場では、ちょっと高い。

イ-3) 岡山全日空ホテル
http://www.anahotel-okayama.com/

駅に直結してて便利＋眺望もよいらしい。出来てまだ 数年なので、施設も綺麗。普通に
泊まると ANAホテルなので、目が飛び出る程 高額なのだが、ネット予約すると、季節に
よっては 凄いダンピングの部屋がある。『”ANAホテル”に 泊まってみたい！』という人
は、HPをチェックの価値あり。

(以下は 止めといた方が身の為なホテル)

あ）岡山国際ホテル：林原財団後援の表現論国際シンポがあった時にも使われた（Adams

も泊まった）岡山で一番高価「だった」ホテル。眺めは最高らしい… とてつも無く 不便！！

い）ホテルグランヴィア岡山：現在 一番高価ということになっているホテル。駅とバス
ターミナルに面している。 便利だが とても勿体ない。
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● アクセス

アクセスは ↓ を 見てください。
http://www.okayama-u.ac.jp/jp/access.html

大学地図

駅との位置関係

http://www.okayama-u.ac.jp/jp/shinai_j.html

津島キャンパス 建物配置図

http://www.okayama-u.ac.jp/jp/tsushima_j.html

ア） 岡山まで

ア-1) 新幹線 時刻表

http://www.asahi-net.or.jp/~ev7a-ootk/time/time_01.htm

ア-2) 飛行機 時刻表 （JAL, ANA）

ア-2-あ）JAL国内線時刻表　
http://www.jal.co.jp

・羽田発→　岡山着 ｜ ・岡山発　→羽田着
JL1681　 08 : 35→ 09 : 55 ｜ JL1680　 07 : 20→ 08 : 30

JL1683　 12 : 30→ 13 : 50 ｜ JL1682　 10 : 35→ 11 : 45

JL1685　 15 : 55→ 15 : 15 ｜ JL1684　 14 : 45→ 15 : 55

JL1687　 17 : 00→ 18 : 20 ｜ JL1688　 17 : 50→ 19 : 00

JL1687　 19 : 15→ 20 : 40 ｜ JL1690　 19 : 05→ 20 : 15

ア-2-い）ANA国内線時刻表
http://www.ana.co.jp/asw/index.jsp

・羽田発→　岡山着 ｜ ・岡山発　→羽田着
ANA651　 07 : 30→ 08 : 50 ｜ ANA652　 07 : 35→ 08 : 50

ANA653　 09 : 40→ 11 : 00 ｜ ANA654　 10 : 15→ 11 : 30

ANA655　 14 : 20→ 15 : 40 ｜ ANA656　 12 : 45→ 14 : 00

ANA657　 17 : 30→ 18 : 50 ｜ ANA658　 17 : 55→ 19 : 15

ANA659　 19 : 30→ 20 : 55 ｜ ANA660　 20 : 20→ 21 : 40
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イ） 大学まで

イ-1) 駅から大学：バス（￥２２０） ２ choices バス停「岡大西門」下車

1-1） 駅正面玄関 東口バスターミナル
http://www.okayama-kido.co.jp/bus/jikoku/pdf/mimyoha.pdf

１７系統 岡山駅正面口 (東口)バスターミナル (4乗場)

農業会館・天満屋 (ＮＴＴ)・番町口 経由、岡山大学・妙善寺 [17] 行
：殆ど便が無くなった、凄く遠回り。

1-2） 駅裏口 西口１Ｆ バスターミナル
http://www.okayama-kido.co.jp/bus/jikoku/pdf/gakuen.pdf

４７系統 駅西口バス停 (岡山駅西口バス乗場) から
済生会病院・スポーツセンター 経由、岡山大学・岡山理科大学 [47] 行
：直通なので １０分で着きます。

イ-1’) 駅から大学：Taxi

駅正面玄関 東口, ホテル グランビア寄りの タクシー乗り場で「岡山大 理学部まで」
と言うと １０分 約￥１,２００
駅裏 西口２Ｆ タクシー乗り場で「岡山大 理学部まで」
と言うと ７分 約￥１,０００

イ-2) 空港から大学：高速バス（￥７４０）（２５分弱）
http://www.chutetsu-bus.co.jp/rosen/rimujin.htm

ウ） 数学教室まで

http://www.math.okayama-u.ac.jp/math_map.html

赤枠内が 理学部建物です。
バス停 岡大西門 から 山側に、大学図書館の時計台が 見えます。西門を入って、右手 す
ぐの 逆コの字型 理学部本館 の北側 ２,３Ｆ 東側 が、数学教室。
数学事務室は、理学部本館 北側 ３Ｆ Ｂ３０３ です。Tel (086)251-7801

石川の研究室は、理学部本館 北側 ２Ｆ東端 Ａ２０２ です。Tel (086)251-7783
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