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V．学内設備・連絡窓口 
 
１．教育機器・教室設備等 

講義室には、プロジェクター、スクリーン、ビデオ機材、OHP などが設置されています。設置状況

は、『筑波大学キャンパスマップ』（https://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba-campus/index.html）
でも確認できますが、授業実施日より前に直接教室に行って確認することをお薦めします。 
ワイヤレスマイク、各種ケーブル（プロジェクターとパソコンを接続するケーブル）、延長コード、

レーザーポインタ、チョーク、感染症予防対策のための消毒液等は、授業を行う教室を管理する支援室

で借りることができます。 
 
２．連絡・相談窓口 

TA の登録手続きや業務に関する質問・相談については、各所属先の支援室大学院教務担当に連絡し

てください。各支援室の場所及び連絡先は【表 B】のとおりです。 
 
３．学内リソース情報 

筑波大学における教育、授業科目や学生生活に関しては、目的に応じて、様々な全学的な施設や情

報・相談窓口が設けられています。各窓口の場所及び連絡先は【表 C】のとおりです。

https://www.tsukuba.ac.jp/access/tsukuba-campus/index.html
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【表 B】 

支援室 TAの所属組織名 連絡先 

人文社会エリア支援室 人文社会ビジネス科学学術院 

人文社会科学研究群 

人文学学位プログラム、国際公共政策学位プ

ログラム、国際日本研究学位プログラム 

人文社会科学研究科全専攻 

1A棟 3階 

029-853-7294 

社会人大学院等支援室 人文社会ビジネス科学学術院 

ビジネス科学研究群 

法学学位プログラム、経営学学位プログラム 

法曹専攻、国際経営プロフェッショナル専攻 

人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

スポーツウエルネス学学位プログラム、カウ

ンセリング学位プログラム、カウンセリング

科学学位プログラム、リハビリテーション科

学学位プログラム 

ビジネス科学研究科全専攻 

人間総合科学研究科 

生涯発達専攻、生涯発達科学専攻、スポーツ健

康システム・マネジメント専攻 

東京キャンパス大塚地区 

03-3942-6813 

 

数理物質エリア支援室 理工情報生命学術院 

数理物質科学研究群 

数学学位プログラム、物理学学位プログラ

ム、化学学位プログラム、応用理工学位プロ

グラム、国際マテリアルズイノベーション学

位プログラム 

数理物質科学研究科全専攻 

1A棟 3階 

029-853-4030 

029-853-5641（物質・材料工

学専攻） 

システム情報エリア支援室 理工情報生命学術院 

システム情報工学研究群 

社会工学学位プログラム、サービス工学学位

プログラム、リスク・レジリエンス工学学位

プログラム、情報理工学位プログラム、知能

機能システム学位プログラム、構造エネルギ

ー工学学位プログラム、エンパワーメント情

報学プログラム 

システム情報工学研究科全専攻 

グローバル教育院 

エンパワーメント情報学プログラム 

3A棟 2階 

029-853-4979 

生命環境エリア支援室 理工情報生命学術院 

生命地球科学研究群 

生物学学位プログラム、生物資源科学学位プ

ログラム、農学学位プログラム、生命農学学

位プログラム、生命産業科学学位プログラ

ム、地球科学学位プログラム、環境科学学位

プログラム、環境学学位プログラム、山岳科

学学位プログラム 

国際連携持続環境科学専攻 

生命環境科学研究科全専攻 

2B棟 3階 

029-853-7808 

人間エリア支援室 人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

教育学学位プログラム、心理学学位プログラ

ム、障害科学学位プログラム 

教育研究科全専攻 

人間総合科学研究科 

教育学専攻、教育基礎学専攻、学校教育学専攻、

心理専攻、心理学専攻、障害科学専攻 

2A棟 2階 

029-853-5606 
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体育芸術エリア支援室 人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

ヒュ－マン・ケア科学学位プログラム、パブ

リックヘルス学位プログラム、ニューロサイ

エンス学位プログラム、スポーツ医学学位プ

ログラム、体育学学位プログラム、スポーツ・

オリンピック学学位プログラム、体育科学学

位プログラム、コーチング学学位プログラ

ム、芸術学学位プログラム、デザイン学学位

プログラム、世界遺産学学位プログラム 

スポーツ国際開発学共同専攻、大学体育スポー

ツ高度化共同専攻 

人間総合科学研究科 

ヒューマン・ケア科学専攻、感性認知脳科学専

攻、スポーツ医学専攻、体育学専攻、体育科学

専攻、コーチング学専攻、芸術専攻、世界遺産

専攻、世界文化遺産学専攻、大学体育スポーツ

高度化共同専攻、スポーツ国際開発共同専攻 

5C棟 2階 

029-853-2574 

医学医療エリア支援室 人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

フロンティア医科学学位プログラム、公衆衛

生学学位プログラム、看護科学学位プログラ

ム、医学学位プログラム 

人間総合科学研究科 

フロンティア医科学専攻、看護科学専攻、生命

システム医学専攻、疾患制御医学専攻 

4A棟 2階 

029-853-3013 

図書館情報エリア支援室 人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

情報学学位プログラム 

図書館情報メディア研究科全専攻 

7B棟 2階 

029-859-1120、1121 

グローバル教育院 理工情報生命学術院 

システム情報工学研究群 

ライフイノベーション（生物情報）学位プロ

グラム 

生命地球科学研究群 

ライフイノベーション（食料革新）学位プロ

グラム、ライフイノベーション（環境制御）

学位プログラム、ライフイノベーション（生

体分子材料）学位プログラム 

人間総合科学学術院 

人間総合科学研究群 

ヒューマンバイオロジー学位プログラム、ラ

イフイノベーション（病態機構）学位プログ

ラム、ライフイノベーション（創薬開発）学

位プログラム 

グローバル教育院 

ヒューマンバイオロジー学位プログラム、ライ

フイノベーション学位プログラム、ヒューマニ

クス学位プログラム 

総合研究棟 A棟 7階 

029-853-7085（HBP/HX） 

029-853-3662（TLSI） 

国際連携食料健康科学専攻担

当事務室 

人間総合科学学術院 

国際連携食料健康科学専攻 

人間総合科学研究科 

国際連携食料健康科学専攻 

4E棟 6階 

029-853-3228 
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【表 C】 

施設、センター、窓口 場所 連絡先、ウェブページ 

大学や授業科目に関すること 

筑波大学 http://www.tsukuba.ac.jp/ 

CEGLOC CA 棟 209（事務室） 029-853-2422 

http://www.cegloc.tsukuba.ac.jp/ 

体育センター 体育センター２階 

（事務室） 

029-853-2873（緊急） 

info-sapec@taiiku.tsukuba.ac.jp 

http://www.sapec.tsukuba.ac.jp/ 

学術情報メディアセンター 学術情報メディアセン

ター A 202（事務室） 

029-853-2452 

http://www.cc.tsukuba.ac.jp/ 

【問い合わせ先】 

http://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/support/ 

全学計算機システム 

（共通科目情報等） 

 http://www.u.tsukuba.ac.jp/ 

教育クラウド室 学術情報メディアセン

ター CA 201 

029-853-6891 

office@ecloud.tsukuba.ac.jp 

https://www.ecloud.tsukuba.ac.jp/ 

オンライン授業支援に関すること 

オンライン授業教員支援ポ

ータル 

オンライン授業受講案内 

 

 https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-

lecture-portal/ 

https://www.cc.tsukuba.ac.jp/wp/remote-

lecture-students/ 

TWINS に関すること 

教育推進部教育推進課教務

グループ TWINS・証明書担当 

本部棟低層棟２階 029-853-7393 

総合学域群に関すること 

総合学域群アカデミックサ

ポートセンター 

1C 棟２階 029-853-2203 

https://scs.tsukuba.ac.jp/ 

学生生活に関すること 

保健管理センター  029-853-2410（総合受付） 

029-853-2415（学生相談室） 

http://www.hokekan.tsukuba.ac.jp/ 

アクセシビリティ担当 スチューデントプラザ

2 階 

029-853-4584 

shougai-shien@un.tsukuba.ac.jp 

http://dac.tsukuba.ac.jp/shien/ 

総合相談窓口 スチューデントプラザ

学生生活支援室内 

（1D北棟 3階） 

029-853-8430 

https://soudan.sec.tsukuba.ac.jp/sogosoda

n 

学生交流課 留学生センター２階 

（事務所） 

029-853-6084 

 

ハラスメント関係  https://www.tsukuba.ac.jp/campuslife/anti

-harassment/#sengen（基幹サイト） 

https://ksp.sec.tsukuba.ac.jp/wp/?page_id

=4518（029-853-8449（相談専用）） 

stop-harassment@un.tsukuba.ac.jp（相談専

用） 

新型コロナウイルス感染症に関すること 
新型コロナウイルス感染症

関係 

 

 https://www.tsukuba.ac.jp/about/antidisas

ter-crisismanagement/covid-19/index.html

（基幹サイト） 
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