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1. 東京キャンパス「在学⽣向け会員サイト」 / Tokyo Campus Student Web

東京キャンパス「在学⽣向け会員サイト」では、共通事項（全学⾏事、事務局からのお知らせ）や専攻別
（休講・補講、教室変更など）の情報を掲載しています。ぜひご利⽤下さい。ただし、全ての情報を掲載してい
るわけではございませんので、⽀援室前掲⽰板の掲⽰もあわせてご確認ください。

Tokyo Campus Student Web allows the students at Tokyo Campus to obtain common
announcement at Tokyo Campus and information of each program such as course rescheduling,
make-up classes. Information posted on the student web does not always include the information
posted on the bulletin board at the Academic Service Office, please make sure you check both
information accordingly.

http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/stu_m
統⼀認証IDおよびPWでご利⽤可能です。
注1: 統⼀認証IDは、学⽣証裏⾯の13桁の数字です。
注2: 統⼀認証PWは、⼊学時に配布した名刺サイズのカードに記載されています。
その後ご⾃⾝でPWを変更されている⽅は、変更後のPWでご利⽤ください。
Students can login with their Unified Authentication System ID/PW.

Note 1: System ID is the 13‐digit numbers written on the back of Student ID Card.

Note 2: System PW is written on the “business‐card‐sized” paper provided at the time of 

enrollment. If you have changed the PW, please use the latest PW.
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1. 東京キャンパス「在学⽣向け会員サイト」 / Tokyo Campus Student Web

全専攻共通情報 / Common announcement of Tokyo Campus 
 ⽀援室が⾏う各種⼿続の案内、⼊学試験実施に伴う施設利⽤制限のお知らせ等や、『開設科⽬⼀覧』（全専攻
分）、『⼤学院便覧』を掲載

 Students can check the announcement from Academic Service Office, information of University official 
event, course list and Student Handbook etc.

専攻ごとの情報 / Information of each program 
 お知らせ …….. 開設科⽬⼀覧、各種発表会情報等を掲載 / Course list, information of student presentations 
 授業関係 ….. 新規開講科⽬、講義資料の配布案内等を掲載 / information of new course, course materials
 教室変更・休講・補講 … 授業担当教員の連絡により掲載（急な休講等にも対応） / rescheduling
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1. 東京キャンパス「在学⽣向け会員サイト」 / Tokyo Campus Student Web

<休講・教室変更連絡のEmail配信について>
在学⽣の⽅への連絡については、随時在学⽣向け会員サイトに掲載していますが、突然の休講や教室変更が
⽣じた場合の対応として、メール配信サービスを提供しています。
We have published on the page for enrolled students of the Tokyo campus website about the 
information to enrolled students. In addition, since it is a case where there are cancellation of a 
lecture etc. hurriedly, the distribution by E-mail is also performed.
[登録フォーム: http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/stu_m/info/tu_rss/regist.php]
]

[解除フォーム︓http://www.office.otsuka.tsukuba.ac.jp/stu_m/info/tu_rss/cancel.php]

 本名、配信先のメールアドレスをご⼊⼒ください。
 配信を希望するカテゴリーをチェックしてください（複数可）。
 区分は、「東京キャンパス院⽣」を選択してください。
 各項⽬を⼊⼒後、「登録する」を押して登録完了です。

 Enter your Name and email address.
 Check the information category you want to receive.
 Select “東京キャンパス院⽣”
 Click on “登録する” to complete registration.

 登録済のメールアドレスを⼊⼒し、「解除する」を押してください。
 Enter the registered email address and click on “解除する” to complete 

cancellation.
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2. TWINS

TWINSは、履修登録や成績を確認をするためのシステムです。
TWINS is the educational system used for course registration and grades confirmation.

https://twins.tsukuba.ac.jp/campusweb

詳細は、『TWINSの利⽤について』をご覧ください。
For further details, please refer to the user guide.

学籍番号および統⼀認証PWでご利⽤可能です。
注: 学籍番号は、学⽣証表⾯の9桁の数字です。

Students can login with their Student ID number and Unified Authentication System PW.

Note: Student ID number is the 9‐digit numbers written on the surface of Student ID Card.
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3. KdB（教育課程編成システム）

KdBは、科⽬検索、科⽬⼀覧の表⽰、シラバスの閲覧やダウンロードを⾏うためのシステムです。
KdB is the educational system used for searching courses and downloading course syllabus etc.

https://kdb.tsukuba.ac.jp

詳細は、『KdBの利⽤について』をご覧ください。
For further details, please refer to the user guide.

ログインは必要ありません。
Students don’t need to log-in to use KdB.
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4. manaba（学習管理システム）

manabaは、教員が講義資料を配布したり、学⽣がレポートを提出したりするためのシステムです。
Manaba is the educational system used for providing course materials and submitting report etc.
http://www.ecloud.tsukuba.ac.jp/manaba

注: 授業により、manaba使⽤状況が異なります。詳細は、各授業担当教員にご確認ください。
Note: Manaba is not always used for courses. Please ask course instructors whether they use manaba.

統⼀認証IDおよびPWでご利⽤可能です。
Students can login with their Unified Authentication System ID/PW.

詳細は、ログイン後のトップページ下部に表⽰される『マニュアルをご覧ください。
For further details, please refer to the manual downloaded after log-in.
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5. クラウドメールサービス / Cloud Email Service

クラウドメールサービスは、⼤学から付与されたメールアカウントを使⽤するためのシステムです。
Cloud email service the mailing system for students using email account provided by the University.

https://cloudmail.u.tsukuba.ac.jp
統⼀認証PWでご利⽤可能です。IDは、ログイン画⾯を参考に⼊⼒してください。
Students can login with their Unified Authentication System PW. For User ID, 
please refer to the log-in page.
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