
 

 

 

 
１． 『新しくなった２A 棟』／吉永真理 

改修工事前と後の変化をご紹介します 
 
２． 『テイクアウトでつくばの飲食店を応援！』／木村誠 

名店の味を自宅で 
 
３． 『筑波大が eスポーツ大会開催』／森賀遼太 

学生支援の寄付募る 
 
４． 『ひととつむぐカフェ』／山野実菜 

学生の力をご覧あれ 
 
５． 『社会学を齧った学生が『おちたらおわり』を読んでみて』／          

牧田宗大 
筑波大卒作者による、ママ友漫画 

 
 
 
 
 



 
 昨年８月より耐震改修工事が行われていた２A 棟ですが、１年経っ
て無事に工事が終了したようです。今回は、より強く綺麗になった２
A 棟をご紹介します！ 
 
 まず、駐輪場が併設する入り口の外観が大きく変わりました。草の
生えていた領域が整備され、すっきりとした印象です。この辺りはし
ばしば自転車で混み合っていましたが、道幅が広がり移動しやすく
なりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
地面の黒いコンクリート部分、以前は     建物に沿ってあった草むらがなくなり   
花壇の一部でした              駐輪場が新たに作られました 
 
 建物内の教室配置も変わっていました。驚いたのは、生物学類生の
休憩場所だった４階の控え室（通称：ひよこ）が講義室になったこと

です。私も生物学類出身なので、ひよ
こはたまに利用していました。みんな
が集まってくつろいでいた空間がな
くなったことは少し残念です。その他、
トイレやエレベーターも新しくなっ
ていました。壁も白く塗り替えられ、
全体的に明るくなったように感じま
す。 
 

改修前、エレベーター横の講義室は学生 
控え室（ひよこ）でした 
 



 私は院生なので今後この新しい２A 棟を使用する機会はないかも
しれませんが、昔使っていた場所が変化していく様子を見るのは面
白かったです。卒業生の皆さまも、大学にいらっしゃる機会がありま
したら是非２A棟を覗いてみてください！ 
   （生命地球科学研究群生物学学位プログラム１年 吉永真理） 
 

 
 大学構内への立ち入りが制限されたり、新歓や入学式が中止になっ
たりするなど、筑波大生にも大きな影響を与えつづけている新型コ
ロナウイルス。卒業生の皆さんも一度は行かれただろう数々の筑波
大生御用達の飲食店も、深刻な影響を受けています。そんな中、テイ
クアウトに活路を見いだす店が続々と出ています。今回は、つくばの
テイクアウトについて取り上げます。 
 
・筑波大周辺の店も 
 筑波大周辺の飲食店でも、ほぼ全てと言って良いくらい多くの店
でテイクアウトができるようになっています。今回は、欧風家庭料理
店の「薔薇絵亭ば ら え て い 」と、中華料理店の「北方園」でテイクアウトして
みました。 
 
〜ワインと欧風家庭料理 薔薇絵亭〜 
 料理の美味しさはもちろんのこと、店内の雰囲気も良い薔薇絵亭。
薔薇絵亭では 4 月から、弁当とサイドメニュー、デザートのテイク
アウトを本格的に始めたそうです。 
 今回は、「特製ハンバーグ弁当」（税込 650 円）と「ボルシチスー
プ」（税込 280 円）を頼みました。電話で注文したところ、指定した
時間に作っておいてくれました。 
 テイクアウトといえども、味は店内で食べるものと同じ。値段も学
生に優しいです。ハンバーグのソースはデミグラス、トマトソース、
和風てりやき、バジルソースの 4 種から選べました。 
 



 
（特製ハンバーグ弁当（デミグラス）とボルシチスープ。ワインが進む味でした） 

 
 ほかにも、弁当だと「チキンソテー弁当」、「さっぱりローストポー
ク丼」、「特製チーズ入り豚肉の欧風カレー」（全て税込 650 円）など
があります。サイドメニューでは、「合鴨のくん製」（税込 280 円）、
「自家製チーズ入りミートパイ」（税込 300 円）など。デザートもテ
イクアウトでき、「自家製カスタードプリン」（税込 130 円）などが
ありました。 
 
住所：茨城県つくば市天久保 2 丁目 7-22 
電話番号：029-852-4568 
受付時間：午前 11 時半〜午後 9 時 
定休日：不定休 
 
〜北方園〜 
 平砂宿舎近くにある北方園。筑波大生で知らない人はいない中華
料理店です。安くてお腹いっぱいになる北方園でも、テイクアウトを
実施しています。 
 今回は「麻婆豆腐弁当」（税込 500 円）を頼みました。ごはん・お
かずともに量が多く、大満足のお弁当でした。 
 



 
（麻婆豆腐弁当） 

 
 ほかにも、「酢豚弁当」（税込 700 円）、「肉と野菜弁当」（税込 500
円）など、さまざまなお弁当がありました。 
 
住所：茨城県つくば市天久保 2 丁目 4-22 
電話番号：029-858-7900 
受付時間：午前 10 時〜午後 8 時 
定休日：土曜日 
 
・つくば市が支援 
 市は 5 月から「つくば市テイクアウト推進支援給付事業」を開始
し、テイクアウトを支援しています。感染防止策を講じた上でテイク
アウトを行う飲食店を対象に、一定の条件を満たした店には 10 万円
の給付をしたり、テイクアウトできることを示すのぼり旗やステッ
カーを配布したりしています。事業に参加している飲食店をまとめ
た冊子も作成し、住民には無料で配っています。 
 
 この冊子、つくば市中のお店がどんなものをテイクアウトできる
かが写真とともにずらりと並んでおり、見ているだけでお腹が空い
てきます。 
 



 

（市が作成したテイクアウトできる飲食店一覧。地区別にまとめられています） 
 
 今回、筆者自身もテイクアウトして自宅（一人暮らし）で食べてみ
ましたが、正直「さみしい」です。お店の味を家で食べられると言っ
ても･･････やっぱり店内でできたてを友人と一緒に食べたい、と思
ってしまいました。コロナで「孤食」が増えてしまったことで、人と
共にご飯を食べることの大切さ、ありがたさに気づくことができた
ような気がします。 
 
 全国の新規感染者数が過去最高を記録するなど、コロナが収束す
る兆しはいまだ見えていません。他県への移動もなかなか難しい状
況ではありますが、つくばを訪れた際には、感染防止の観点からも、
テイクアウトしてみてはいかがでしょうか。 
 そしてコロナが収まったときには、ぜひつくばに来ていただき、学
生時代に訪れた店で旧友と思い出話に花を咲かせてください。 

（人文・文化学群 人文学類4年 木村 誠） 
 

 
 皆さんはゲームにどんな印象を持っていますか。子どもが遊ぶも
の？大人も楽しめるもの？暇つぶしをするもの？ 
 今回取り上げる eスポーツはゲームの腕を競うものですが、「遊び」
ではありません。eスポーツをプレーする、つまりゲームをする人々
「ゲーマー」はもはやアスリートとして扱われています。世界トップ
クラスの e スポーツ選手になると、月の収入が数千万円にものぼる
そうです。世界でのゲームの市場規模は 2018 年時点で、1379 億ド



ル（約 15 兆円）と、映画や音楽を上回っています。 
 
 そんな e スポーツの大会が 7 月、筑波大でも開催されました。 
 筑波大学スポーツイノベーション開発研究センターが主催し、筑
波大生 8 人が参加しました。応募できるのは筑波大生のみで、学生
はそれぞれの自宅からオンラインで参加しました。大会の様子は準
決勝から YouTube でライブ配信され、再生回数は約 1000 回となっ
ています（2020 年 8 月 8 日現在）。大学主催で開催された e スポー
ツのオンライン大会として今回の大会は日本初の試みとのことです。 
 

 
大会の実況解説を担当した筑波大蹴球部員（写真右・中央）と、ゲスト解説でウイニング
イレブンアジアチャンピオンの相原翼さん 
 
 大会で使われたゲームはインターネット上でサッカー対戦をする
「ウイニングイレブン 2020」。18 日には予選が行われ、4 人の筑波
大生が 19 日の準決勝に進みました。 
 そのうち、準決勝を勝ち上がったモモコグミカンパニーさん（情報
科学類、写真右上）と REooooNさん（体育専門学群、同左下）で決
勝戦が行われ、1-0 で REooooN さんが優勝しました。REooooN さ
んこと、山原怜音さんは現役の蹴球部員で、過去にはU-16 サッカー
日本代表にも選出されています。 



 

 
18 日の予選を勝ち上がって準決勝に進んだ筑波大生４人 

 
 大会は新型コロナウイルス感染拡大により、経済的に困窮している
学生などを支援する目的で行われました。大会の協賛金は筑波大が
立ち上げた基金「学生のための緊急支援金」に寄付されるそうです。 
 また、大会に参加した学生の心拍やアンケートなどから、e スポー
ツの教育面での価値についての研究・分析が行われ、発表される予定
だということです。 
 
 実は私、今回の大会で初めて e スポーツの試合を視聴しました。
ライブ配信を見ていて、映像自体は確かにゲーム画面だったのです
が、実況解説が盛り上がったり、試合の緊張感を画面越しに感じたり
と、実際のサッカーの試合を見ているのと同じような熱狂や興奮を
味わえました。大会に参加した、水球のさとしさん（体育学専攻、写
真右下）も Twitter で、「緊張感や終わった後の悔しい気持ちがスポ
ーツと全く同じでした」とコメントしていました。コロナ禍でなかな
かスポーツがしづらい状況ですが、こうした新たなスポーツの形に
も注目していく必要があると感じました。 
 
 今回取り上げた「筑波大学 SEKISHO『eFootball ウイニングイレ



ブン』チャリティーマッチ」は YouTube 上にアップされています。
以下の URL からご覧になれます。 
https://youtu.be/NOZtA8GWmro 
 

（社会・国際学群 社会学類４年 森賀遼太） 

 
 
 
 ７月９日から１２日まで、平砂宿舎の近く
のテナントで 4 日間限定のポップアップス
トアが開かれました。その名も「ひととつむ
ぐカフェ 縁 counter」今回はそんな素敵なカ
フェについて紹介したいと思います。実際に
行ってみましたが、メニューも豊富で素敵な
ご飯や飲み物、スイーツをいただくことがで
きました。 

 
 
 

このカフェを開いたのは、なんと筑波大学生の伊藤悠揶（いとうゆ
うや）さんです。彼に幾つかインタビューしてみました。 
 
Q. どうしてこのカフェを開く運動を始めたのでしょうか？ 

（左）レモネード、焦がしバターのフィナンシェ    （右）鶏肉のレモンマスタード 

https://youtu.be/NOZtA8GWmro


今回のカフェはあくまで前座というか、本番のオープンに備えて開
きました！ 
なので今回の準備にかかったのは 2週間だけです。笑 
本番オープンに向けてはかれこれ 1年近く準備しております。 
もともと老後にカフェを開きたいという夢があり、それを学生中に
やってしまおう！と思い立って始めたのがきっかけです。 
色々な人に相談しながら準備を進めていくうちに、「学生って強く
ね？」ってなって笑 
多くの学生を巻き込んで「強み」を活かせる場所を作りたいなと思っ
てます！！ 
 
Q. カフェでこだわったポイントはなんでしょうか？ 
スタッフが各々こだわりを持って関わってくれています。 
珈琲などのドリンクにもかなりこだわりましたし、フードメニュー
も徹夜で仕込んだくらいにはこだわってます笑 
やっぱりこだわりとして大きいのは、学生を巻き込みたい！って気
持ちですかね。 
今回はスタッフ全員現役の筑波大生ですし、店内に飾ってあった作
品も芸専などの方からお貸しいただいたものです。 
筑波大学に通う 1.6 万人の学生のほとんどが、なんらかの形でお店
に関われるような場所にできたら、とっても楽しいなと思ってま
す！！なのでここは 1 つ大きなこだわりです。 
 
Q. 今後もこのようなカフェを開く予定、または目標などあれば教え
てください！ 
今後は本番オープンに向けて活動します。 
詳細未定ですが、9、10 月あたりには店舗を構えてオープンします！ 
こだわりポイントでも書きましたが、筑波大の学生がどんな形であ
れ関われるような場所を作るのが目標です。 
友達の家に行くような、気軽な感覚で通ってもらえるお店を目指し
て準備を進めてまいります！！！ 
 
 学生によるこのような運動や作られるコミュニティーはとても素
敵ですよね、今後も SNS で詳細がアップされるようなので、興味の
ある方は是非調べてみてください。 
 
Twitter : @yuya296 

（人文・文化学群 比較文化学類４年 山野実菜） 



 
 

 
代表作に『LIFE』などがある筑波大卒の漫画家、すえのぶけいこ

さんの新作、『おちたらおわり』が 2019 年 7 月から『BE・LOVE』
（講談社）で連載されています。 
今回は、同作が連載一周年ということもあり、紹介させていただこう
と思います。 
主人公は月島明日海(あすみ)。夫、航と娘、杏との 3 人暮らしで、

家族で憧れのタワーマンション「キャナルタワー」に引っ越すところ
から物語は始まります。 
学生時代に虐められていた明日海の特徴は「考えすぎ」。キャナルタ
ワーの住民と初めて挨拶する時や、杏の幼稚園の入学式の時など、服
装や話す内容、誰に話しかけるかまで頭を巡らせます。 
そんなトラウマを抱えながらも杏をしっかりと育てよう、ママ友

といい関係を築こうと奮闘する明日海の前に現れたのは、学生時代
に彼女のことを虐めていた間宮孔美子（くみこ）。彼女はイメージコ
ンサルタントとして名を成し、キャナルタワーの最上階に住んでい
ました。 
孔美子の目的は、「明日海ちゃんだけ幸せになんかしてあげない」。遠
足中に明日海を池に突き落とそうとしたり、明日海と友人の仲を引
き裂こうとしたりと暗躍。それに対し明日海は「絶対に幸せになって
やる」と、孔美子から逃げないことを決意し、作中はこの二人の対決
が最も大きなテーマとなっています。 
他にも、ママ友の旦那と浮気をする心菜、夫婦仲が悪く、園長のカ

ウンセリングに心酔する朋代など、タワーマンションを舞台に繰り
広げられる女性同士の人間関係を中心に同作は進行。明日海が幸せ
になれるかだけでなく、彼女たちの人生がどう移り変わっていくの
かも見どころの一つでしょう。 
私事ですが、春学期に「地域社会学」という授業を履修していて、

地域のソーシャルキャピタル（人と人とのつながり、それによっても
たらされるメリットなどがある）について学びました。 
講義ではタワーマンションも登場し、一種の「ゲーティッド・コミ

ュニティ」となっていて、住民はタワーマンション以外の地域の人と
はあまり関わりが無いことや（逆に言えば、マンション内の人とはそ



れなりに強固な関係が結ばれること）、マンション内には、高めの社
会階層の人だけが住んでいること、そして一部のマンションでは似
た階層内でも差異化を図る人たちが住むそうです。同作でも、登場人
物はタワーマンションに住む人ばかりで、住んでいる階や間取りな
どで自分たちを差異化している様子が所々に描かれます。 
また、社会学類の土井隆義教授は著書『友だち地獄―「空気を読む」

世代のサバイバル』（筑摩書房）の中で、若者たちは、神経を張り巡
らせ場の空気を読み、「浮かないように」心掛ける、と評しています。
この本が出たのは 2008 年。今や、若者だけでなく明日海のような大
人にまでこのサバイバルは浸透してしまったのではないでしょうか。
浮きたくない。関係を崩したくない。タワーマンション内のママ友の
ような狭いコミュニティでは、より一層深刻なように思えます。 
就職活動中、よく面接で社会学ってどういうことを学んでるの？

と聞かれました。私はこの質問への返答に常に困っていて、また学類
の友人たちも困っていたようですが、こんな風に物事を考えられる
ようになったことが社会学を学ぶということなのかもしれません。
（頭でっかちの面倒な人間になるといわれたらそれまでですが…
…。） 
『おちたらおわり』の紹介からはずいぶん離れてしまったように思
いますが、既刊 3 巻で物語はまだまだ始まったばかり、直ぐに追い
つけます。 
外出しにくい日々で、漫画はぴったりの娯楽のはず。あなたもすえ

のぶ先生の世界に「おちて」みませんか？ 
         （社会・国際学群 社会学類 4 年 牧田宗大） 
 
 

 

 
最後までお読みいただきありがとうございました。編集長の吉永

です。 
猛暑の毎日ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。新型コロナ対
策のマスク着用などで例年以上に暑さがしみる夏となりそうですが、
くれぐれもご自愛くださいませ。 
今回は、学生によるカフェや飲食店のテイクアウト、eスポーツ大会
の開催など、つくばでの新しい試みを取り上げた記事が目立ちまし
た。人と会う機会がめっきり減った今年度、大学や街の情報もあまり
入ってこず、毎日を粛々と過ごしている気がします。そんな中で編集



員の記事を読むと、手前味噌で恐縮ですが、今つくばではこんな事が
起きているのか！と楽しい気持ちになります。 
卒業された皆さまにも、これらの記事がきっかけで大学や街のこ

とを思い出していただけたら幸いです。次号以降もさまざまな角度
でつくばの今を取り上げて参りますので、ぜひお読みください。 
 （生命地球科学研究群 生物学学位プログラム１年 吉永真理） 

 
 
 
    

 
 

 
この度は、「学生のための緊急支援金」に温かいご支援を賜り、誠

にありがとうございました。多くの皆様から本学の活動にご理解、ご
協力いただきましたこと、深く感謝申し上げます。 
 支援につきましては、学外の皆様には卒業生および地域の方々を
中心に、クラウドファンディングも併せ、約８千万円のご支援をいた
だきました。学内においては約 9千万円のご支援をいただきました。 
 学生たちは、皆様に頂いた貴重な支援のもと、引き続き勉学・学生
生活に励み、未来に羽ばたいてくれるものと確信しています。 
 しかし、皆様ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症は未だ国
内外で拡大を続けています。事態はまだ終息したとは言えず、学生の
困難な状況はまだまだ続くことが予想されます。これからも本学は、
学生の未来を守るため、継続した支援を続けて参る所存ですので、引
き続き本学学生への温かいご支援をいただけますと幸甚です。 
 今後とも本学の活動に対するご理解・ご協力の程、よろしくお願い
申し上げます。 
 
▽▼新型コロナへの引き続きのご支援先▼▽ 



https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/covid19/ 
 

 
       

 
筑波大学は 2023 年に 創基 151 年 開学 50 周年を迎えます。 
この度、世界トップレベルの大学を目指し、「創基 151 年筑波大学 50
周年記念基金」を創設しました。 
詳しくは、https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/50thaniversary/をご
覧いただき、是非ともご協力を賜りますよう、お願いいたします。 
 

 
 
本学とボルドー大学の連携協定を記念して、ボルドー大学の提携研
究機関であるフランス国立農業研究所（INRA）で醸造された「シ
ャトー・クーアン」の特別ボトルを作成・販売しています。暑さが
残る晩夏に爽やかな白ワインを、初秋に深みのある赤ワインを‥美
味しいワインはいかがですか？ 
 

     
 

カスミ筑波大学店、プルシェキュート店でお買い求めいただけま
す。 
 

https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/covid19/
https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/50thaniversary/


 
筑波大学公式クレジットカード「筑波大学カード」新規入会者募集
中です！ 
 
大学カードだけの特典も盛りだくさんです！ 
インターネットからもお申込みいただけますので卒業生の皆様もぜ
ひご利用ください！ 
 

  
 
≪筑波大学カードをご利用の場合≫ 
・利用金額の一部が筑波大学基金へ寄附 
・サービス協力店舗での優待利用可能 

 
筑波大学 公式ホームページ: http://www.tsukuba.ac.jp/ 
筑波大学 facebook：https://www.facebook.com/univ.tsukuba.ja 
筑波大学 Futureship facebook：

https://www.facebook.com/univ.tsukuba.futureship 
筑波大学交流広場「KUTTUK ba」: https://alumni.tsukuba.ac.jp/ 

  （筑波大学交流広場／筑波大学生涯メールアドレス 利用登録
募集中！） 
筑波大学アプリ「TSUKUBA FUTURESHIP」：
https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/futureship.app/ 
編集・発行：「ペデじゃーなる」編集ワーキンググループ 

デザイン・配信作業：国立大学法人筑波大学事業開発推進室 
ご意見・問い合わせ先：国立大学法人筑波大学事業開発推進室 
〒305-8577 茨城県つくば市天王台１丁目１ー１ 
TEL:029-853-2030 FAX:029-853-6576 

 
メールマガジンの一部または全部を無断転載することを禁止しま
す。 
© 2020 University of Tsukuba.  
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