
≪後期下見≫２０２１年３月１１日（木）　平日ダイヤ
[往路]松江駅⇒島根大学 [復路]島根大学⇒松江駅
乗場 松江駅 行先 経由 島根大学 降場 会社 乗場 島根大学 行先 経由 松江駅 降場 会社
① 12:45 北循環線内回り くにびき・川津 12:59 西進 市営 西進 13:15 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 13:34 ⑪ 一畑
② 12:45 美保関ターミナル 大橋・県民会館 13:03 東進 一畑 東進 13:17 北循環線外回り 学園・くにびき 13:30 ⑩ 市営
② 13:03 島根大学・川津 大橋・県民会館 13:21 東進 市営 西進 13:25 県合同庁舎前 県民会館・大橋 13:45 ④ 市営
① 13:20 北循環線内回り くにびき・川津 13:34 西進 市営 西進 13:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 14:01 ⑪ 一畑
② 13:20 マリンプラザしまね 大橋・県民会館 13:38 東進 一畑 東進 13:55 北循環線外回り 学園・くにびき 14:08 ⑩ 市営
② 13:38 島根大学・川津 大橋・県民会館 13:56 東進 市営 西進 13:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 14:15 ④ 市営
② 13:45 美保関ターミナル 大橋・県民会館 14:03 東進 一畑 西進 14:14 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 14:33 ⑪ 一畑
① 13:55 北循環線内回り くにびき・川津 14:09 西進 市営 西進 14:20 かんべの里 県民会館・大橋 14:40 ④ 市営
② 14:03 島根大学・あじさい団地 大橋・県民会館 14:21 東進 市営 東進 14:27 北循環線外回り 学園・くにびき 14:40 ⑩ 市営
② 14:20 マリンプラザしまね 大橋・県民会館 14:38 東進 一畑 西進 14:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 15:01 ⑪ 一畑
① 14:30 北循環線内回り くにびき・川津 14:44 西進 市営 西進 14:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 15:15 ④ 市営
② 14:33 島根大学・川津 大橋・県民会館 14:51 東進 市営 東進 15:02 北循環線外回り 学園・くにびき 15:15 ⑩ 市営
② 14:45 美保関ターミナル 大橋・県民会館 15:03 東進 一畑 西進 15:15 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 15:34 ⑪ 一畑
② 15:03 島根大学・川津 大橋・県民会館 15:21 東進 市営 西進 15:25 県合同庁舎前 県民会館・大橋 15:45 ④ 市営
① 15:05 北循環線内回り くにびき・川津 15:19 西進 市営 東進 15:40 北循環線外回り 学園・くにびき 15:53 ⑩ 市営
② 15:20 マリンプラザしまね 大橋・県民会館 15:38 東進 一畑 西進 15:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 16:01 ⑪ 一畑
② 15:38 島根大学・川津 大橋・県民会館 15:56 東進 市営 西進 15:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 16:15 ④ 市営
① 15:40 北循環線内回り くにびき・川津 15:54 西進 市営 東進 16:12 北循環線外回り 学園・くにびき 16:25 ⑩ 市営
② 15:45 美保関ターミナル 大橋・県民会館 16:03 東進 一畑 西進 16:14 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 16:33 ⑪ 一畑
② 16:03 島根大学・川津 大橋・県民会館 16:21 東進 市営 西進 16:25 かんべの里 県民会館・大橋 16:45 ④ 市営
① 16:15 北循環線内回り くにびき・川津 16:29 西進 市営 西進 16:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 17:01 ⑪ 一畑
② 16:33 島根大学・川津 大橋・県民会館 16:51 東進 市営 東進 16:47 北循環線外回り 学園・くにびき 17:00 ⑩ 市営

※臨時バス（直行便）の運行はありません。 西進 16:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 17:17 ④ 市営
西進 17:15 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 17:36 ⑪ 一畑
※臨時バス（直行便）の運行はありません。

★一般路線バスの接近情報を「まつえ・いずもバスナビ」でご案内しております。 ＜お問い合わせ先＞
一畑バス株式会社　☎0852-20-5205
松江市交通局　　　☎0852-60-1111



≪後期≫２０２１年３月１２日（金）　平日ダイヤ
[往路]松江駅⇒島根大学 [復路]島根大学⇒松江駅
乗場 松江駅 行先 経由 島根大学 降場 会社 乗場 島根大学 行先 経由 松江駅 降場 会社
② 7:24 島根大学・川津 大橋・県民会館 7:41 東進 市営 面接 ９：００～１３：００
⑦ 7:30頃 島根大学 【直行】 7:40頃 構内 一畑 東進 9:14 北循環線外回り 学園・くにびき 9:27 ⑩ 市営
① 7:30 北循環線内回り くにびき・川津 7:44 西進 市営 西進 9:20 県合同庁舎前 県民会館・大橋 9:40 ④ 市営
② 7:30 美保関ターミナル 大橋・県民会館 7:48 東進 一畑 西進 9:29 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 9:48 ⑪ 一畑
⑦ 7:35頃 島根大学 【直行】 7:45頃 構内 市営 西進 9:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 10:01 ⑪ 一畑
② 7:36 島根大学・川津 大橋・県民会館 7:53 東進 市営 東進 9:47 北循環線外回り 学園・くにびき 10:00 ⑩ 市営
⑦ 7:40頃 島根大学 【直行】 7:50頃 構内 一畑 西進 9:48 県合同庁舎前 県民会館・大橋 10:08 ④ 市営
⑦ 7:45頃 島根大学 【直行】 7:55頃 構内 市営 西進 10:15 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 10:34 ⑪ 一畑
⑦ 7:50頃 島根大学 【直行】 8:00頃 構内 一畑 東進 10:25 北循環線外回り 学園・くにびき 10:38 ⑩ 市営
② 7:51 島根大学・川津 くにびき 8:01 東進 市営 西進 10:25 かんべの里 県民会館・大橋 10:45 ④ 市営
② 7:54 東高校 くにびき 8:04 東進 市営 西進 10:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 11:01 ⑪ 一畑
⑦ 7:57頃 島根大学 【直行】 8:07頃 構内 市営 西進 10:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 11:15 ④ 市営
① 8:00 北循環線内回り くにびき・川津 8:14 西進 市営 東進 10:57 北循環線外回り 学園・くにびき 11:10 ⑩ 市営
② 8:00 美保関ターミナル 大橋・県民会館 8:21 東進 一畑 試験終了 １１：００[総合問題／数学]
② 8:01 島根大学・川津 大橋・県民会館 8:21 東進 市営 構内 11:14頃 松江駅 【直行】 11:24頃 ⑩ 一畑
⑦ 8:05頃 島根大学 【直行】 8:15頃 構内 一畑 西進 11:14 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 11:33 ⑪ 一畑
⑦ 8:10 島根大学 【直行】 8:20 構内 市営 構内 11:17頃 松江駅 【直行】 11:27頃 ⑩ 市営
② 8:14 島根大学・川津 大橋・県民会館 8:34 東進 市営 構内 11:20 松江駅 【直行】 11:30頃 ⑩ 一畑

入室 ８：２０～８：４０、　試験開始 ９：００[総合問題／数学] 西進 11:25 県合同庁舎前 県民会館・大橋 11:45 ④ 市営
入室 ８：２０～８：５０、　面接開始 ９：００[面接] 東進 11:32 北循環線外回り 学園・くにびき 11:45 ⑩ 市営

西進 11:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 12:01 ⑪ 一畑
直行便の時刻で“頃”と表記してある便は、 西進 11:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 12:15 ④ 市営
乗車人数により運行時刻が前後する場合があります。 東進 12:10 北循環線外回り 学園・くにびき 12:23 ⑩ 市営

西進 12:14 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 12:33 ⑪ 一畑
西進 12:25 かんべの里 県民会館・大橋 12:45 ④ 市営
東進 12:42 北循環線外回り 学園・くにびき 12:55 ⑩ 市営
西進 12:42 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 13:01 ⑪ 一畑
西進 12:55 県合同庁舎前 県民会館・大橋 13:15 ④ 市営
試験終了 １３：００[小論文]
西進 13:15 松江駅・メッセ 県民会館・大橋 13:34 ⑪ 一畑
東進 13:17 北循環線外回り 学園・くにびき 13:30 ⑩ 市営
構内 13:20 松江駅 【直行】 13:30 ⑩ 市営
西進 13:25 県合同庁舎前 県民会館・大橋 13:45 ④ 市営

★一般路線バスの接近情報を「まつえ・いずもバスナビ」でご案内しております。 ＜お問い合わせ先＞
一畑バス株式会社　☎0852-20-5205
松江市交通局　　　☎0852-60-1111


