
大学のシャトルバスについて／ (Suggestion about the shuttle bus) 
【ご意見・ご要望】（投稿日：2016年 4月 15 日） 

本日は大学のシャトルバスについて投書します。 

ご存知のとおり、シャトルバスは吉田、桂、宇治の 3キャンパスを結ぶ重要な役割を果たす交通

手段になっています。平日、桂キャンパスに住む多くの学生が授業や特別な式典等に出席するた

めにシャトルバスを利用して吉田キャンパスに通っています。吉田キャンパスの国際交流会館に

住む留学生も研究のためにシャトルバスを利用して桂キャンパスに通っています。 3 つのキャ

ンパス間を約 1 時間毎に運行するシャトルバスは、多くの学生にとって月～金曜日の学生生活を

送るのに非常に便利なものとなっており、大学の運営委員会の素晴らしいサポートだと思ってい

ます。 

しかし土日に関しては学生が文句を言っているのをよく耳にします。 

つまり、週末に充実した学生生活を送るための各キャンパスを行き来できるような大学側のサポ

ートがないのです。学生が週末に快適な休日を過ごすことができれば、平日の学習のパフォーマ

ンスもさらに良くなると思います。私の中国の大学では週末でもシャトルバスが運行されている

ので、学生も教員も各キャンパスを訪れることができます。そこで、我々（私だけでなく、日本

の学生の一部や多数の留学生）からの提案なのですが、土日もシャトルバスを運行していただけ

ないでしょうか。1日 1便だけでも良いので！お返事をお待ちしています。 

（掲載にあたり、原文を一部編集させて頂きました。） 
 

【回答】（回答日：2016年 6 月 27日） 

（施設部プロパティ運用課より） 

吉田・宇治・桂のキャンパス間連絡バスにつきましては、学生・教職員の授業や学内会議等へ

の出席の際のキャンパス間移動の不便さ解消・利便性の向上を、その運行の目的・趣旨としてお

ります。 

 今回、土日祝日の連絡バスの運行についてご要望を頂きました。現在、バスの運行は平日に限

っており、普段授業や学内会議等のない休日の運行は行っておりませんが、これは、さまざまな

予算上の制約等があってのことであり、ご意見にありましたように、１日１便だけでも運行が可

能かどうか改めて調査・検討もいたしたところ、誠に不本意ながら、現時点においては休日運転

の実現は困難な状況です。  

ただし、このような現状ではありますが、課外活動等における学生間交流に係る影響等につき

ましては、分散したキャンパスを有する本学の抱える問題のひとつとして重々認識しております。 

今後とも、３つのキャンパスの一体的・総合的な運営を図るとともに、本学の教育研究支援や

学生生活支援のあり方を検討し、支援事業のひとつとして別途資金を獲得する等、実現可能性を

模索・検証しつつ、支援サービスの一層の向上に努めて参ります。 

 この度は貴重なご意見を頂きありがとうございました。 

 
 
 
 
 



[Opinion and request](Posted: April 15, 2016) 
Dear Sir or Madam， 

Today I mainly talk something about the shuttle bus in our university. Thank you. 
As you know, it is a significant means of transportation, shuttle bus, 
that plays an important role for connecting the relationship between the 
three campus, Yoshida campus, Katsura campus and Uji campus.  In the 
workday, a number of student living in Katsura campus go to  Yoshida campus 
to have class or attend special ceremony by shuttle bus, and some 
 international students whose apartment are in international house in 
Yoshida campus take shuttle to proceed scientific research in Katsura 
campus. Approximately every hour shuttle bus between three campuses makes 
crowd students' study life more easy from Monday to Friday , which is a 
brilliant move by the principal and relative committee. 
But sometimes a minor complaint by some student came to my ear, on 

Saturday and Sunday, There is no any supporting from university to 
encourage the communication with each campus for making the student's life 
colourful. If students have a comfortable rest in weekend, they will have a 
better study performance in weekday. Besides, in my university in China, 
the shuttle bus also work in the weekends for students and teachers to 
visit each campus. 
 So we suggest(not only me, some Japanese students and lots of 
international students) that our university should arrange some shuttle bus 
going on running on Saturday and Sunday.  If only for a time a day! 
 Thank you very much. I am looking forward your reply. 
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[Response] (Issued by the Facilities Department on June 27, 2016) 

The university provides the shuttle bus service between Yoshida, Uji, and Katsura Campuses in order 
for students, faculty, and staff members to easily move between campuses to attend classes and 
meetings. 
The shuttle bus service is currently available only on weekdays, and not on weekends or public 
holidays when classes and meetings are not usually held. After receiving your comment requesting 
that the shuttle bus service also be operated on weekends and public holidays, we have considered 

all possibilities, including the possibility of operating one service per day. Unfortunately, however, 
we have concluded that it is no currently possible to provide the service on weekends or public 
holidays due to university budget limitations. 
 
We understand that this is an important issue to be addressed by a university which has multiple 



campuses in different locations, and that it affects student interaction and extracurricular activities. 
We will continue to explore the possibility of operating a weekend shuttle bus service and possible 
funding options. Our goal is to continually improve the university’s services and facilitate 
comprehensive and integrated operation of the university’s three campuses. Thank you for your 
valuable comment. 


