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はじめに

私は高専の専攻科から筑波大学のシステム情報工学研究科コンピュータサイエンス専攻へ進んだ

者です。つくばへ移り住んで半年以上経ちました。概ね慣れてきた模様です。

同じ境遇の方が全国的にも一定数おられる事かと思いますので、学園都市生活におけるアドバイ

スをまとめておきました。参考にして頂ければと思います。ただし半分ふざけています。

進学予定先がコンピュータサイエンス専攻 (以下 CS専攻)以外の専攻の方、また外部大学から

新たにシステム情報工学研究科 (以下シス情)へ進まれる方にもご活用頂ける事かと思います。

ちなみに、ITF.は筑波大のスローガン (IMAGINE THE FUTURE.)の省略形です。入学する

ともれなくスローガンの書かれたトートバッグ？がプレゼントされます。大学オリジナルグッズ

は、大学会館でも購入出来ます。なお、ピリオドを忘れるともれなく粛清されます (誰に？)。

筑波大学について

筑波大学ってどんな場所？

図 1: 2010年度広報ポスター 図 2: 2013年度広報ポスター

第一印象は、「森」です。大学側もネタにしている事がある？くらいには、木々にあふれていま

す。空気が美味しいです。そのお陰もあってか、筑波大生はまったりしている方が多いといわれ、

心の中に筑波標準時 (TST=JST-2)が流れているなんて説もあります。また根気があれば、自分の

専攻ではない分野の科目を受講する事が出来る自由度も魅力の一つです。
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図 3: エリア分布図 図 4: 中地区キャンパスマップ

筑波大学は森を含まずともとにかくキャンパスが広大です。単一キャンパスでは全国 2 位 (約

257ha)、外周は約 10km、なんと 東京ディズニーランドの約 5倍の大きさとなっております。未

だにどこに何があるのか把握出来ていません。(ちなみに CS専攻等工学系大学院生の方は基本的

に「第三エリア (以下三学)」で全て完結するかと思います。)

身近な場所とキャンパスの大きさを比較してみたい場合は Androidで無料アプリ「筑波大学 面

積比較アプリ」が公開されているので、是非ともお試し頂きたいと思います。驚きますよ。

講義形態

筑波大の朝は早いです。旧東京教育大学の名残もあってか、1限は 8:40から始まります (一般的

な大学の 1限は 9:00から)。筑波大生は朝が苦手な方が多いなんて言われていますが、授業開始時

間が早いのは与えられた一つの試練と言えるでしょう。科目次第では 1限開始になる事かと思いま

すが、寝坊しないよう注意しましょう。

筑波大の講義は春学期・秋学期をそれぞれ ABCで分割する 6モジュール制度が採用されていま

す。春 A・春 AB・春 B・春 ABC・春 C等、科目によって開講時期が異なります。2単位の科目

は ABで完結します (1単位の科目は A・B・Cのいずれかのみ)。大学院においては、殆どの科目

は AB形態です。つまり Cモジュールで別途何も履修しない場合は、夏休みが伸びますね！！　

(必ずしもそうではない為、鵜呑みになさらぬようご注意)
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参考までに 28年度春学期の開講時期を掲載します。

春 ABC ：4月 11日～8月 2日 春 BC ：5月 24日～8月 2日

春 AB ：4月 11日～6月 27日 春 B ：5月 24日～6月 27日

春 A ：4月 11日～5月 23日 春 C ：7月 5日～8月 2日

ABモジュール期末試験 ：6月 28日～7月 4日

ABC・BC・Cモジュール期末試験 ：8月 3日～8月 9日

履修科目については自分の属する専攻によるものだけでなく、大学院共通科目や他専攻の科目も

選択可能です。また、他研究科や学群学類 (院ではなく大学開設)の科目も申請すれば受講可能で

ある為、自由度が高く幅広い分野を学ぶことが出来ます。筑波大の非常に魅力的な点です。ただし

専攻によって一定の単位制限がある為、注意が必要です。

Cモジュールの時期には、2～3日間朝から夕方まで 1単位分特別な講義が行われる「集中講義」

が数多く行われますので、興味のある方はそれを履修してみるのも良いでしょう。(Cモジュール

以外の時期に集中講義が開講される場合もあります。) 外部講師の方をお招きする形態も多く、ま

た普段触れる機会のないであろう分野について学ぶ事が出来る絶好の機会かと思います。ちなみに

私は 5科目取りました。

TWINS

図 5: TWINS履修申請画面

履修登録・成績確認は TWINSという教育情報システムを利用します。Web上で完結している

ので楽チンですね。履修登録締め切りは大抵、2 回目の講義より少し後までとなっておりますの

で、シラバスを慎重に確認した上で受けたい講義を見極めて履修登録を行いましょう。ちなみに、

履修登録を逃すと大変らしいです。

成績評価方式

多くの科目がテストがなく、レポートによって成績を決める方式を取っている場合が多いです。

大学院らしいとも言えます。しかし、テストがないからといって油断は禁物です。
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つくば市/学園都市での生活

準備編：アパート選び

図 6: 大学周辺の地名

工学系の方は基本的に行動範囲が三学となる為、その近くに住むと何かと便利です。学生宿舎と

アパートがありますが、私は学生宿舎に住んだことが無く最初からアパート暮らしである為、ここ

では主にアパートについての情報を紹介致します (宿舎についても、知っている限りの情報をお伝

えします)。

車を持っている学生であれば、普段通う研究科の支援室から半径 2km以上離れていると車通学

が可能です。

主に三学に用事のある筑波大生は概ね、以下のエリアに住んでいる事かと思われます。

天久保 2～4丁目、桜、春日 3～4丁目、要

エリア毎に区分すると、

　　　スーパーに近いエリア：天久保 3～4丁目、桜

　　　三学に近いエリア：要、春日 4丁目、天久保 3～4丁目、桜

　　　スーパーとつくば駅に近いエリア：春日 1～3丁目、天久保 2丁目

「都内へすぐに遊びに行きたい！」という方は駅に近いエリア、「車はないけど自炊派なのでスー

パーへ頻繁に通いたい」という方はスーパーに近いエリアが良いでしょう。ちなみに春日 4 丁目

はどこへ行くにも中間地点なので、案外穴場かも知れません。筆者おすすめスポットの一つ、スー

パーセンタートライアル (後述)に近めですよ。　

　次に家賃についてですが、つくばは学園都市とはいえ、まだまだ田舎である為安いです。3万円

辺りで部屋 6畳トイレ・バス別等の物件がそこそこあります。2万円台でも、ある程度の妥協を行

えば沢山あります。5万円も出せばかなり良い物件を選べるのではないでしょうか (物件次第では

家族で暮らせます)。ちなみに自炊を考えている方は、台所は 2口コンロを置けて水場の広めな物

件を選ぶ事が必須ですよ。この点はよく確認しておいた方が良いです。
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また物件検索は、SUUMOとつくいえ (”おわりに”記載の URL参照)を組み合わせる等すると

良い物件が見付かるかと思います。入学より 4ヶ月以上は前に決めておいたそうが良さそうです。

気になる物件の目星がついたら、現地へ直接観に行き周辺状況また部屋内部を確認しに行くこと

をおすすめします。ちなみに私はストリートビューで周辺地理を細かく細かくチェックし、また不

動産屋さんに依頼して部屋中隅々まで写真を撮って貰った為、直接伺うことなく契約し偶然にも不

満なくぴったりな物件を得られましたが、念の為直接伺う方が良いかと思います。

次に、学生宿舎について聞いた情報をいくつか紹介します。

図 7: 追越宿舎 図 8: 平砂宿舎

学生宿舎は一の矢地区、平砂地区、追越地区、春日地区に計 60棟設置されています。各居室に

はベッドと机、洗面台、宿舎電話などが標準でついています。最大の利点として、とにかく家賃や

電気代等が激安で、食費も堅実に行けば合計月 3万円以下で暮らせるという経済的に大助かりな特

長があります。シャワーと洗濯機、キッチンは共用で、シャワーと洗濯は 1回 100円です。また棟

によっては共同浴場があります。ただし宿舎は抽選なのでどこに当たるかは運次第です (新入生は

優先的になるよう配慮されています)が、うまくいくとなかなかおすすめ出来るとの事です (一部

は内部生の証言に基づきます)。

一方、居室は 6畳と言われていますが実際は 6畳より狭く感じるそうです。あと「壁が薄いので

隣の部屋がうるさいとつらい」と言われていたり、わりと快適な改修棟とスラムと呼ばれている未

改修棟があったり…？また、年長者はフロアリーダーになる必要があるそうです。これらについて

さほど気にならないという方には、宿舎は恐らくぴったりでしょう。

またアパートと宿舎の異なる点として、アパートは基本 2年契約である為、博士課程進学を考え

ていない場合は修士のみで 2年間という事を考えると最初からアパートを選んでおけばとちょうど

良いという意見もあります。どちらを選ぶかは、あなた次第。

その他、詳しい情報は”おわりに”記載の URLをご覧いただけると良いかと思います。
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準備編：生活用品・家具の購入

引っ越しの際は、帰省時に困らない程度の、最小限の物を持っていく様にしましょう。また家電

は引越し前にヤフオクで中古の物を購入しておくのがおすすめです。

生活用品や棚などは、研究学園にあるイーアスつくば、ニトリ、ドンキホーテ、学園の森にある

ホームセンターコーナン等で殆どの物は一式揃える事が出来ます。ただし自転車では運搬が大変な

ので、車を持っていない方はレンタカーサービスやつくばの知り合いから借りたり、また首都圏か

ら引っ越す方は親の車を用いる等して輸送用の車を得ましょう。難しい場合は一気に買い揃えよう

とはせず、必要になってきたらその都度購入というのもアリです。

実生活編：食品や日用品の購入やおすすめスポット

図 9: カスミ 図 10: トライアル 図 11: カワチ

食品や日用品を購入出来るお店は以下の通りです。

　　スーパー：カスミ、マルモ、トライアル、とりせん、西友、イオン、ヨークベニマル等

　　ドラッグストア：ウエルシア、カワチ、ヤックスドラッグ等

　　ショッピングモール：イーアスつくば、イオンモールつくば、LALAガーデンつくば等

　　ホームセンター：山新グランステージつくば、コーナン等

　　ディスカウントショップ：ドンキホーテ、コストコ、トライアル等

　　その他施設：つくば駅併設の各施設 (つくばクレオスクエア等) 　　　

つくば駅周辺は、受験等で接した機会も多いと思われる為、あえてここでは割愛します。

研究学園にあるトライアルは食品がとにかく安いかつ 24 時間営業なのでおすすめです。店舗

入ってすぐの場所で野菜の格安販売が度々開催されます。カスミは主に茨城で強い勢力を誇るスー

パーで、つくば近辺では長時間営業の店舗も多く、品揃えも豊富です。ちなみに、桜のカスミも 24

時間営業です。カスミは毎週水曜日に卵パックが 100円になる事は覚えておきましょう。
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図 12: イーアスつくば

イーアスつくばは北関東最大級のショッピングモールです。何でもあります。お洒落です。散歩

にもなります。”逃走中”10周年記念の舞台ともなりました。出身地によってはびっくりされる方

も多いかもしれません。ちなみに食品コーナーは”一味違う”カスミとなっています。

図 13: 山新グランステージつくば 図 14: ジョイフル本田

茨城のホームセンターは店内を散歩するだけでも楽しいです。山新グランステージは一般的な

ホームセンター要素に加え、フードコートやお洒落インテリアコーナーまで揃えたツワモノです。

車移動が出来る方は、隣町の土浦にあるジョイフル本田という巨大なホームセンターに遊びに行

くのも良いかも知れません。一般のホームセンターならではの商品だけなく日用品やインテリアも

低価格で数多く取り揃えており、さらにスーパーもあって特色に溢れています。ちなみにお肉がと

にかく激安です。「ジョイフル本田は茨城のデートスポット」なんていうジョークも存在するくら

いにはバラエティ豊富なので、お楽しみ頂けるかなと思います。

(a) 天地のシーフードまぜそば (b) 清六家の鶏白湯 (c) がむしゃのスタミナラーメン

図 15: つくばのラーメン三例

つくばはラーメンの街とも言われています。ラーメン店がとにかく沢山あります。「つくばの

ラーメン屋にハズレはない」という定説があります。一般的な醤油や味噌ラーメン等はもちろんの

事、魚介系やまぜそば、油そば、二郎系等バラエティ豊富ですので、在学生の方から色々おすすめ

を聞いてみると良いかもしれません。
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ラーメン以外にも中華料理店やインド料理店も多く見られ、またガッツリご飯を食べたい方にお

すすめな「RanRan」「夢屋」「クラレット」という筑波三大重食と呼ばれるお店もあるので、入学

後は色々食べ回ってみる事をおすすめしますよ。

実生活編：注意点

(a) 風飛び防止ハンガー (b) 未浄水炊きご飯が不味い様子 (c) 遠い存在・鮮魚

図 16: 実生活注意三例

つくばはとにかく風が強いです (筑波颪といいます)。普通のハンガーでは洗濯物が落ちてしま

う事も度々あるので、ポールを挟むタイプのハンガーをおすすめします。トライアルやコーナンに

売っています。

つくばの水道水はまずい事で有名です。水道水が美味しい県で育った方は特にそれを感じる可

能性大です。私も強く感じました。そのままのお水でお米を炊くと、悲惨な味がします (個人の感

想)。水道の蛇口に浄水器を付けましょう。浄水器はコーナン等のホームセンターで売っています。

つくばは内陸都市です。スーパーで美味しいお刺身を食べる事は諦めた方が良いでしょう。少々

割高にはなりますが、海鮮居酒屋に行けば美味しく頂けます。スーパーに限れば、隣町・土浦にあ

る生鮮あまいけに行くとある程度の水準の商品が買えるかと思います。しかし、地元には及ばない

かもしれません (特に海洋県出身の方)。

ちなみに、西日本出身の方はさんまが低価格で嬉しいかもしれません。またつくばの鮮魚コー

ナーには、モウカザメの肉が比較的頻繁に売られています。サメの肉！？と初めて見た時は驚きま

したが、煮付けにするととても美味しいのでおすすめですよ。

おわりに

つくばは「とかいなか」と言われている通り、都会的な面と田舎的な面を同時に味わえる楽しい

街です。この資料が、学園都市で楽しい生活を送る為の一助となればなと思います。

　

【以下、筑波大ないしつくばに関する情報が載ったサイトです。お役立て下さい。】

筑波大学 学生生活のすべて

http://tslife.geo.jp/

筑波大学生専門アパート情報サイト【つくいえ】

https://tsukuba-daigaku.com/

つくば市エリアガイド｜住みたい街がきっとみつかるエリアガイド【itot】

http://itot.jp/08220/category/shop
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