
 

筑波大学メ－ルマガジン“ペデじゃ－なる” 2018 年 8 月-夏号  

―OB･OG と学生を結びながら、懐かしさと新しさ香る筑波の風を季節の便りとしてお届

けしていきます。 

 

 

１．つくばでブルーベリー狩り／添島香苗 

-摘みたてのブルーベリーを思う存分楽しみましょう 

２．筑波大学中央図書館の魅力／吉永真理 

-館内に隠された設計者の思い 

３．夏の風物詩・木村園のかき氷／橋野朝奈 

-夏の暑い日にかき氷はいかがですか 

４．街中でも楽しめる夏の夜空／前名裕一 

-満点の星空がロマンあふれる世界にいざないます！ 

５．カンボジアのビール事情／越智小夏 

-頑張った自分に今日も乾杯！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 つくば市は日本の研究界をリードする一方で、豊かな自然を生かした農作物の栽培も盛

んです。中でもブルーベリーは国内有数の産地で三大産地とも呼ばれ、平成 11 年には市が

「ブルーベリーシティー宣言」を行なっています。市内には約 30 のブルーベリー農園があ

り、最盛期の６〜８月には多くの観光客でにぎわいます。 

 私は７月上旬に「つくばブルーベリーゆうファーム」を訪れ、ブルーベリー狩りを体験し

てきました。摘みたてのブルーベリーをお腹いっぱい食べられる上、お土産にもでき、とて

もおすすめの施設です。みなさまにもご紹介いたします！ 

 

 

＊「つくばブルーベリーゆうファーム」とは 

 つくば市の北部にあるブルーベリー農

園で、摘み取り園の運営、ブルーベリー

生果と加工品のネット・直売所販売を行

なっています。ブルーベリー狩りの概要

は下記の通りです。予約が入っていない

時間帯は閉園している可能性があるので、

３日前までに予約するか、電話で状況を

確認してから行きましょう！ 

 

住所：茨城県つくば市百家 661-3 

期間：2018 年 6 月 10 日〜8 月下旬（毎年同時期に実施） 

営業時間：9：00〜15：00 月曜定休 

料金：大人 1000 円、小学生以下 500 円、３歳未満無料 ※試食自由、摘み取った果実の持

ち帰りは 100g 250 円 

公式サイト：http://oandc-blueberry.com/about/ 

 

 

＊いざ、収穫！ 

 受付で料金を支払い、ブルーベリーを入れるカゴと虫対策のビニール手袋を受け取って

農園内へ！ 

http://oandc-blueberry.com/about/


 ネットで区切られた空間には大量のブルーベリーの木が。早速摘み取ってみます。 

 

 軽くつまむだけで、簡単に摘み取ることができました。木の高さもそれほどないので、女

性でも難なく摘み取れます。口に運ぶと、ぷちっとした食感と、程よい甘酸っぱさがとても

おいしい……！ 自分で選んで摘み取った実は、買って食べるものよりもおいしく感じられ

ます。 

 摘み取りの気軽さもあって、いくらでも食べられてしまいそう。試食をしつつ、カゴにど

んどん入れていきます。 

 

 植えられている品種はさまざま。表面がつやつやしているものやしわっぽいもの、色がピ

ンクっぽいものなど、見た目が微妙に違います。味も、甘みが強くていちごに似ているもの

や、酸味が強いものなどそれぞれに特徴があり、好みの味を探すのも楽しみの一つです。 

 

 



 気づくとカゴはブルーベリーでいっぱいに。1 時間ほどかけて、約 200 g 摘み取りました。

私は大きい実の方がおいしく感じたので、大きい実を狙って摘み取り。お気に入りの品種を

中心に取るつもりが、どれもおいしくて結局ブレンドにしました。時間は無制限なので、の

んびり楽しめますよ。 

 農園を出て受付に行き、計量して約 500 円で持ち帰り。店で買うよりもかなり割安だと

思います。また、店頭では生果とアイス、ジャムのほか、ブルーベリーをモチーフにしたカ

トラリーなど雑貨の販売も行なっていました。店頭での生果の販売は、100g で 320 円です。 

 

 

 持ち帰ったブルーベリーは、ヨーグルトに混ぜたりケーキの材料にしたりして、美味しく

頂きました。ブルーベリー狩りは初体験でしたが、植物に触れて心が癒されお腹も満たされ

る、素敵なレジャーだと思います。つくばの魅力の一つ・ブルーベリーを、みなさまも是非

楽しんでみてくださいね。 

 

（生命環境科学研究科 生物科学専攻 博士前期課程 2 年 添島香苗） 

 

 

 

 筑波大学を構成する建築物、例えば教室が入った棟や図書館について以下のように感じ

ます。大小さまざまなレンガ造りの直方体がまるで積み木のように一見無秩序に積み重な

っているのに、全体として見ると一つの完璧な収まりどころをぴたりと見出したような、

清々しさや安心感がある、と。 

 ４年前、私がこの大学を受験しようと思ったきっかけの一つに建築物の美しさがありま

す。オープンキャンパスに訪れた私は、都会育ちには馴染みのない大きな青空や視界を賑わ

す鮮やかな緑の街路樹もさることながら、今まで見たことの無い不思議な外観をした構内

の建築物に強く惹かれたのです。 

 今回はそんな大学の建築物の中でも、1985 年に日本図書館協会建築賞の第一回優秀賞に

も選ばれた、筑波大学中央図書館について建築の面から見た魅力を考えたいと思います。

（調べたところ、外見よりも内部の構造に対する工夫が面白かったので、そちらを中心に書

こうと思います。） 

 

・基本情報 

 中央図書館は、1973 年に筑波大学が開学した後、6 年後の 79 年に開館しました。開館当



初の蔵書数は約 113 万冊。現在では約 189 万冊に増加し、国内の大学図書館の中でも最大

規模の蔵書数を誇ります。図書館の設計には、当時の筑波大学中央図書館設計小委員会や筑

波大学施設部に加えて、千代田区に建つ最高裁判所を手掛けた建築家として有名な岡田新

一氏などが関わっています。 

 

・開かれた大学ならぬ、開かれた書架 

 「本と人との対話の場をいかに便利に、豊かに用意するか」を課題として、1976 年に図

書館の設計がスタートしました。約 15,000m2 の広い敷地と大量の蔵書がある、という条件

の中で設計者たちが考えたのは、全ての書架を表に出し閲覧可能にする「全館開架方式」で

す。全館開架方式の図書館では、通常だったら手に取ることは無いであろうマニアックな昔

の雑誌や写真集などを手軽に見て楽しむことができます。また、目的の本の周辺に目をやり、

面白そうな本を行き当たりばったりで読んでみる、といった具合に興味深い本との新しい

出会いがあるのも開架方式ならではのことです。本の出納のシステム化に伴い、一部閉架方

式をとる図書館も増えつつあると聞きますが、全館開架方式だからこそ味わえる様々な楽

しみもこの図書館の魅力の一つだと言えます。 

 

・上階の存在感を示す吹抜 

図書館２階の出入り口から入って右奥、最上階まで続く吹抜があります。窮屈すぎず、し

かし本との対話に気が散らない程度の心地よい開放感を作り出す吹抜はこの図書館の美し

い点の一つです。当時、基本設計に携わっていた栗原嘉一郎氏（芸術学系・元教授）はこの

吹き抜けに関して「上部に展開する開架閲覧室群の存在を感じさせることを意図したもの

である。……３・４階の研究個室の一部をことさら突起させて配しているのも、個室の存在

をメインフロアに伝えようとする意図にほかならない」と語っています。なるほど確かに、

研究個室の三角のでっぱりは目にとまります。また、吹抜に面した３・４階の壁はガラス張

りになっており、各階の書架が垣間見えます。これによって、吹抜を通して各階がゆるく繋

がり、三次元的に広がりを持たせつつも一体感のある構造になっていると感じます。建築に

関わった岡田新一氏の事務所もこのようにコメントしています。「最上階まで貫く吹抜は、

上部と下部に視覚的なつながりを持たせ、利用者に各閲覧室の存在を身近なものとして感

じさせる」。 

 

・おまけ 

岡田氏の事務所は、中央図書館のほかにも、筑波大学の第一学群棟や、理科・社会社人・

自然・人間学系各学系棟、文科・理科系各修士棟（当時の名称）において造形性の面で建築

に関わっていたようです。岡田氏が手掛けた他の建築物を見てみると、とくに岡山市立オリ

エント美術館や日本歯科大学・新潟生命歯学部の建築物からは、筑波大学のそれとよく似た、

直方体が不規則に組み合わさった積み木のような印象を受けました。冒頭に述べた、私が惹



かれた構造です。面白いと思い、何か関連があるのかなど調べたのですが、今回は調べきれ

ませんでした……。これは次回までの課題にしようと思います。 

 

今回中央図書館に施された工夫や魅力を知ることができ、ますます図書館が好きになり

ました。夏休み中も積極的に利用していこうと思います。 

長くなりましたが、お読みいただきありがとうございました。暑い日が続きますがご自愛

くださいませ。 

 

＜参考＞ 

・新建築 55（３）P236〜238 新建築社 1980 年 

・株式会社岡田新一設計事務所   

https://www.os-a.co.jp/cms/images/lead/work/11_pdf/tsukub_tosyokan.pdf（最終閲覧日：

2018 年８月 13 日） 

・＜現代の建築家＞ 岡田新一 鹿島出版 1983 年 

 

                      （生命環境学群生物学類３年 吉永真理） 

 

 

 

厳しい暑さが続きますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。さて、夏の暑い日には、冷

たいかき氷が食べたくなりますよね。つくばのかき氷といえば、筑波大生の間ではおなじみ

の「茶の木村園」。店名の通りお茶屋さんなのですが、お茶以外にもさまざまな商品を取り

扱っており、中でも天然氷を使用したかき氷が大人気のお店です。そこで今回は木村園のか

き氷をご紹介したいと思います。 

 

筑波大から自転車で約 10 分で木村園に到着します。私が行った日は日差しが強い真夏日

で、絶好のかき氷日和でした。人気店なので、夏場は順番待ちになることがしばしばあるの

ですが、私が行った時間帯（12 時半ごろ）はお昼時だったためか待たずに入ることができ

ました。ちなみに混雑時は公式サイト上でオンライン受付も行っており、来店しなくても整

理券の受付が可能なのでおすすめです。 

 

桃やメロンなどの果実シロップを中心に、ざっと２０種類以上ある豊富なメニューに悩

みながらも、選んだのは「温州みかん」。待つこと数分後、運ばれてきた商品がこちらです。 

https://www.os-a.co.jp/cms/images/lead/work/11_pdf/tsukub_tosyokan.pdf


 

白く透き通った氷とみかんシロップのグラデーション、そしてみかんの果肉の鮮やかな

オレンジ色が美しく、食べる前から魅了されます。氷が溶けないうちに急いで写真を撮り、

まずは一口。みかんシロップの絶妙な甘酸っぱさが一瞬で口の中に広がるとともに、氷の冷

たさが火照った身体を冷やしてくれます。上にのせられたみかんの果肉はみずみずしく、果

実の美味しさを堪能することができます。 

 

かき氷を食べているとき、頭に「キーン」とくる感覚があるあるだと思いますが、木村園

のかき氷はどれだけ食べても頭が痛くなりません。その理由は、「天然氷」。木村園のかき氷

には、日光の「三ツ星氷室」の天然氷を使用しているため、頭を痛めることなく最後まで美

味しくいただくことができるのです。 

 

時間とともに溶けてしまうのが勿体なくて、気づけば友人と２人で黙々と食べていまし

た。食べ終わった後の満足感を感じながら「次回はどの味にしようかな」と考えてしまうほ

ど、木村園のかき氷はやみつきになってしまいます。夏の暑い日に天然氷のかき氷で涼んで

みてはいかがでしょうか。 

 

「茶の木村園」 

・住所：茨城県つくば市春日４丁目７－９ 

・営業時間：９：００〜２０：００ 

（かき氷営業時間は、１０：００〜１９：０

０） 

・公式サイト：http://www.kimuraen.gr.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（人文・文化学群 日本語・日本文化学類 4 年 橋野朝奈） 

 

 

http://www.kimuraen.gr.jp/


 

 

 皆さんは、夜空に浮かぶ星空を楽しんだことがありますか？ 現代では建物や街灯の光

に邪魔され星空が見えにくくなっていますが、満点の星空が与える感動はひとしおですね。

こんな現代では、人里離れた田舎や山の中などでしか星空を楽しむことはできませんが、プ

ラネタリウムがあれば街中でも満点の星空を体感できます。 

 

 つくば市では春日エリア近くにある H-II ロケットの実物大模型が目印の「つくばエキス

ポセンター」でプラネタリウムを楽しめます。エキスポセンターには 1985 年に開催された

科学万博や最新の科学技術に関する展示も充実しており、見て回っているうちに時間を忘

れてしまうほどです。私が行った日は夏休み期間ということもあり、たくさんの家族連れで

にぎわっていました。 

 

  

 

 プラネタリウムのプログラムも、星空の解説や夏休み限定の子供向け番組など多様なコ

ンテンツがあります。私は「星空解説番組 見上げてみよう！今日の星空-夏-」という番組

を見てきました。エキスポセンターを中心につくば市の星空をドームに映し出す番組で、身

近でも街の灯りで見えにくい星空を気軽に楽しむことができます。上映時間は 40 分ほどと

短いですが、その日のつくば市に見える星座やそれらにまつわる神話の解説、映し出された



満点の星空のおかげで、充実した時間を送ることができます。特に、星座のモチーフとなっ

たギリシャ神話が神秘的で、星座を作った昔の人の想像力や感性に思いをはせてロマンあ

ふれる時間を過ごせます。解説もとても丁寧で、星座や天体観測についての知識がなくても

わかりやすく、誰でも楽しめます。 

 

 最初にも書きましたが、現代の建物や街灯の光が多い中で星空を楽しむことは非常に難

しいです。しかしプラネタリウムがあれば街中でも、日中でも気軽に星空を満喫することが

できます。もちろん、筑波山など人里離れた場所で本物の星空を見ることも、有意義な時間

となるでしょう。まだまだ暑い日が続きますが、ロマンあふれる素敵な星空に癒しを求めて

はいかがでしょうか。 

 

「つくばエキスポセンター」  

住所：茨城県つくば市吾妻 2 丁目 9 番地 

開館時間：９：50〜17：00（入館は 16：30 まで） 

公式サイト：（http://www.expocenter.or.jp/）  

 

（社会・国際学群社会学類４年、前名裕一） 

 

 

 

 

 今年は異例の猛暑ということもあり、うだるような暑さの日々が続いていますね。暑い時

期、仕事や勉強の疲れをいやすには、キンキンに冷えたビールが一番ですが、皆さんはどん

なビールがお好きですか？ 

 現在世界には 100 種類以上ものビールがあると言われています。もともとは一種類だっ

たものが、各地の天候や文化に合わせ、薄味のものから薫り高いウイスキーのような味わい

のものなど、多くの種類のビールが生まれたそうです。例えば日本では、気温も湿度も高い

夏に合わせて、ゴクゴクと飲みやすいスッキリしたのどごしのビールが好まれます。 

 今回は、今年の春に日本の夏と同じくらい湿度が高く蒸し暑いカンボジアで一カ月暮ら

した私が、カンボジアのおすすめビールを紹介します！ 

 

 

 カンボジアで最も有名なのはアンコールビール。金と赤のシンプルなデザインが特徴で

http://www.expocenter.or.jp/


す。非常に薄味で、日本のビールになれていると正直最初は物足りなく感じるかもしれませ

ん。水のようにゴクゴクと飲めてしまいますが、アルコール度数は５％と日本のものより少

し高めです。 

 

 

  

（東南アジア最大の湖トンレサップ湖上のボートで撮影。トンレサップ湖では水上に家を

浮かべ、ムスリムやクリスチャンなど色々な人が住んでいます。後ろに見えるのは、生活用

品店。） 

驚いたのは、ビールの缶を開けると蓋の裏にアタリがあること。当たりの中にも何種類か

あるのですが、基本的には「当たりが出たらもう一本」。しかも、さらに驚くのがその当た

りの確率。体感では、10 本ビールを開けたら、そのうちの２〜３本がアタリでした。それ

以外にも、レアな確率でバイクや車が当たるのだとか。 

 

 

カンボジアの一大観光地シェムリアップで最近はやっているのが、カンボジアビール。銀

色の缶に青い文字が特徴です。カンボジアビールはアンコールビールよりも更に水っぽく、

現地の人は水の代わりに飲むのだとか（実際には、ビールは水分補給にはならないのでご注

意を）。 

 



  

（シェムリアップにある、PUB STREET という飲み屋街の様子。その名の通り、居酒屋

やおしゃれなパブが並び、夜になると観光客が集まります。もちろん、観光客の片手にはビ

ール。） 

 

 

さて、ここまでカンボジアのビール事情について紹介してきましたがいかがでしたでし

ょうか。南国に思いを馳せながら、暑い中頑張った自分に「お疲れ様」と感謝して、今日の

一杯を楽しんではいかがでしょうか。 

 

（人文・文化学群 比較文化学類３年 越智小夏） 

 

 

編集後記 

ペデじゃーなる読者の皆さま、こんにちは。編集長の前名裕一です。夏号はお楽しみい

ただけたでしょうか。今回は記事が少なくなってしまいましたが、かき氷やプラネタリウ

ム、ブルーベリー狩りなど夏を楽しくさせる記事を配信できたと思います。少しでもつく

ばの夏を感じていただけたら幸いです。 

さて、今年は平成最後の夏ということですが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。私

もゼミ論文や旅行、読書などやりたいことがたくさんで、一日が 24 時間では足りないく

らいです。また、「平成最後の」とつくだけで、本当に二度と戻らない夏だということを

強く感じており、一日一日の大切さを噛みしめています。そして、過ぎた日々は二度と戻



らないという世の中の無常さも同時に実感しています。平成最後の、そして学生生活最後

の夏を悔いなく思いっきり楽しんでいこうと思います。 

読者の皆さんも、平成最後の夏だからこそ一生の思い出に残る体験をしてみてはいかが

でしょうか。もしかしたら、一日一日がかけがえのない「平成最後の夏」ですから、毎日

の小さな出来事、何気ない日常がむしろ大切な思い出になるのかもしれません。繰り返し

になりますが、私も一日一日を大切に、悔いのないよう生きていきます。それでは、また

秋号でお会いしましょう。 

社会・国際学群 社会学類４年 前名裕一 

 

筑波大学のいろいろな取組みのご紹介 

筑波大学アリアンサエステートコーヒー 

 

つくば市内のサザコーヒーもしくはオンラインショップにて是非ご購入ください。 

※現在、ネルドリップアイスコーヒーは店舗のみの販売となります。 

○サザコーヒーオンラインショップ：

http://www2.enekoshop.jp/shop/coffee/item_detail?category_id=85962&item_id=2137940 
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第 21 回(平成 30 年度)筑波大学ホームカミングデーについて 

筑波大学ホームカミングデーの開催につい

て（本学公式 Web サイトへ） 

筑波大学ホームカミングデーは、平成 10

年度から毎年、本学卒業生と教職員の交流

を深め、本学の一層の発展に資する目的

で、卒業後 20 年（医学専門学群において

は、卒業後 18 年）を迎えた筑波大学・図

書館情報大学卒業生及びそのご家族を招待

して開催しております。 

 

21 回目となる今回は、下記の対象の方々をお招きし 11 月 3 日（土）に開催いたします。 

ホームカミングデー開催日には、筑波大学学園祭（紫峰祭）も開催されておりますので、

併せてお楽しみください。 

開催日時：11 月 3 日（土） 12 時〜14 時（11 時受付開始） 

開催場所：筑波大学 中央体育館バスケット場 

〜今年度の招待対象者〜 

【学群卒業生】 

・平成 6 年度入学の卒業生及びご家族 

【大学院修了生】 

・平成 10 年度大学院入学の修了生及びご家族 

【退職教員】 

・主に名誉教授の方及びご家族 

※現在、参加受付を開始しております。 

問合せ：〒305-8577 つくば市天王台 1-1-1 

筑波大学事業開発推進室（ホームカミングデー担当） 

http://www.tsukuba.ac.jp/alumni/homecoming/
http://www.tsukuba.ac.jp/alumni/homecoming/
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電話：029-853-2030 

Email：homecomingday#@#un.tsukuba.ac.jp （※「#@#」を「@」に置き換えてくださ

い。） 

 

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!) 

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。 
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