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芝浦工業大学の学生へ向けたフ
リーペーパー「tot（トット）」編集
部がお届けするミニマガジン。豊
洲・大宮・田町キャンパスの各所で
無料配布中。発行は年3回。
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読者プレゼント

SONY
Bluetooth
イヤホン
1名様
応募はtot編集部
ホームページから!!
http://tot-ch.com
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http://bus.tot-ch.com/

このURLをブックマークしてお使いください

by　　 編集部

毎日の通学をより快適に、よりスムーズに。

― 編集後記 ―
▶「いらすとや」という サイトのフリーの素材、街な
かで見かける左のようなイラストは大体これです。
便利な時代ですね。（藤田）

▶みんなおつかれ～ （大橋）

▶雑誌作りは難しかったです。イラレの勉強続け
ます。（平井）

▶ 「アドビってなんですか？」の私と大量の知識持つ
先輩の戦い。（齊藤）

芝浦工業大学学生情報誌「ことっと」2017年9月号　発行：2017年9月27日（水）　制作：tot編集部

―豊洲の運河を楽しもう！
豊洲水彩まつり2017
来る9月30日、豊洲キャンパスの近くを通る東雲運河にて
「豊洲水彩まつり2017」が開催される。芝浦工大の学生も企
画に携わり、運河クルーズのガイドも務めるそうだ。夏に行
われた船カフェと本イベントは豊洲の2大イベント。“運河の
ある”豊洲のまちを知るきっかけに、ぜひ参加してみよう！

豊洲水彩まつり・実施概要
日時 2017年9月30日（土）11時～16時
場所 東雲運河・東電堀
 （芝浦工業大学附属中学高等学校近く）
 東京メトロ・ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩約5分
 豊洲キャンパスから徒歩15分
催し 運河クルーズ・カヌー体験・ディンギー体験
 ・キャナルカフェ など
当日は、芝浦工業大学附属中学高等学校にて芝生祭
（文化祭）も開催されます。ぜひお立ち寄りください！

運河クルーズの様子

―学生が設計した家が大阪・梅田に！
「エネマネハウス2017」
早稲田大学・芝浦工業大学
建築学科の秋元研究室・志手研究室と早稲田大学田辺研
究室・高口研究室の学生らによるチームが、ゼロ・エネ
ルギー・ハウスの学生設計コンペ「エネマネハウス
2017」の予選を通過し、参加が決まった。芝浦・早稲田
はそれぞれ過去2回出場している。
本戦に出場し、一昨年度は両校がともに一位を獲得した。
互いの培ったノウハウを活かし、今年は力を合わせて設
計に臨んでいる。活動はそれぞれの大学を行き来して行
われており、白熱して遅くまで議論することもあるが、
学内にとどまらずたくさんの仲間と共に活動することで、
お互いに刺激し合いながら高めあうことができるという。
メンバーは「学校を越えてチームを結成したことで、同
じ専門分野の友人が増えて良かった」と話していた。
プロジェクトは学生の設計を中心に、企業の力を借りなが
ら進められる。10月下旬より施工が始まり、11月に行われ
る環境性能測定を経て、12月2日～16日に一般公開の予定。

早稲田・芝浦の学生代表と副代表チーム提案住宅「わたしの家」の模型

展示イベント概要
期間 2017年12月2日（土）～ 12月16日（土）予定
場所 大阪市うめきたサザンパーク
 （うめきた2期B区域）
 JR大阪駅、阪急梅田駅から徒歩約3分
Web https://www.enemanehouse.jp/

　 facebookで最新情報公開
「早稲田 芝浦 エネマネハウス」で検索！

この郊外の片隅に　
～わたしと家の約80年のものがたり～
東京の郊外に建つ、今や空き家予備軍となっている
古い工業化住宅を対象に、 現代のニーズに応える住
まいの改修の可能性を模索した。住み継ぎから始ま
る、 コミュニティの小さな物語を紡ぐ。

  インフォメーション　～　学生の活動　～　編集部からのお知らせ
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「２限目まではピリピリとして
いて、運転手たちもみんな怖い
顔していると思うよ。出来るだ
け授業には間に合わせてあげた
いからね」と濱野運転手は語る。
朝学校と駅の間を次々とバスが
行き来している様子は、学バス
利用者ならすぐに想像がつくだ
ろう。刻一刻と変化する状況を
運転手間で無線を通じて共有し
ながら運行の間隔を決定してい
るそうだ。その時々によって運
行が異なるのが路線バスなどと
は違うところだろう。濱野さん
も「バスの仕事としては、忙し
い方だと思うよ」と話す。
安全な運行を行うために守っ

て欲しい７つのお願いを掲載し
た。例えば、⑦の駆け込み乗車の
禁止だが、守らずに閉まるドア
に直撃したなんて学生も…。

学バスの利用者へのお願い①飲食禁止
②立って乗車する際は手すりに掴まる③車内放送を聞く
④扉の前に立たない⑤乗らない場合はバスから離れる⑥ゴミを捨てない
⑦駆け込み乗車の禁止

プ
学バス運転手 濱野輝之 さん

私たちが日々の学校生活の中には様々なプロフェッショナルな仕事が隠れている。
今回は、利用している人も多いであろう学バスの運転手にお話を伺った。
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