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芝浦工業大学学生情報誌



人生ゲーム人生ゲーム

学部３年間の学部３年間の

作者プロフィール

いじまゆかこ (21)　生命科学科４年　入学から４年経過した今も大学にあまり友達がいないのが悩みです。ぴえん

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！私達は芝浦工業大学学生情報誌tot編集部です。今回４月号を発行するにあたって、新入生の皆さん

により楽しんでもらえるような内容の企画を考えました！まずは部員の大学生活を振り返るというものです。今後の大学生活の参考にしていただけると

幸いです (笑 )それよりなにより自分の人生がスカスカすぎて悲しくなってきました。どうぞ温かい目で読み進めてくださいね。

▶

【2018年 4月】

中高を女子校で過ごしたた

め、登校初日にして男子の

多さに圧倒され目まいを発

症。今後の大学生活に絶望

を抱く。

【2018年６月】

人生で初めての絶起を経験する。ちな

みに絶望の起床という意味です。大学

生活では必須のワードなので今のうち

に覚えておこう。この月にしれっと彼

氏ができる。

▶

【2018年 8月】

留学で約１カ月のベトナム

生活を強いられる。ベトナ

ム食が合わなくて死にかけ

る。「日本しか勝たん」を

再認識した出来事だった。

▶

【2018年 11 月】

文化祭で初めて訪れた豊洲

キャンパスに感動し涙す

る。以降、大宮キャンパス

になんとなく嫌悪感を抱く

ようになる。

▶
【2019年 2月】

札幌の雪まつり旅行にて、

最終日にインフルエンザを

発症。４日間行動を共にし

た同伴者が発症しなかった

というのが永遠の謎。

▶

【2019年４月】

実験が始まり、文字通り忙殺

される。以降数カ月の記憶が

全く無く、カメラロールも実

験関連の写真で埋め尽くされ

ることとなった。

▶
【2019年 8月】

バイト先のパン屋でロスのパンを摂取

した分、野球観戦で消化するという神

サイクルの日々を送る。しかし結果太

るので「おいしいものは脂肪と糖で出

来ている」というのは本当であった。

▶
【2019年 10月】
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▶
【2019年 11月】

誕生日ディズ

ニー！バケパ最

高であった。今

度はミラコスタ

に泊まりたい。

▶
【2020年 1月】

地元・横浜市の成人式で初めて爆竹の音

を聞く。式後に「わ」ナンバーのオープ

ンカーを乗り回している輩も発見し謎に

恥ずかしくなる…「わ」かよ…！！！！

▶

【2020年 5月】

オンライン授業となり、片道２

時間の通学時間が解消される。

めでたく廃人となる。

▶

【2020年 6月】

自粛生活しんどいぴえん友達に会いたい

▶

【2020年 8月】

自動車学校の推し教官と、

MIU404の綾野剛の沼にハマ

る。無事免許を取得し、軽率に

綾野剛のFCに入会する。推し

の尊さを再認識したのであった。

▶

【2020年 9月】

留学
中止
で涙

▶

【2020年10月】

人生初の全休に

狂喜乱舞する。

全休の活用法を

つかめないまま

後期が終了。

▶

【2020年 12月】

2020年のApple Music 総再生

時間が 1108時間ということが明らか

になり、自分の陰キャレベルに引く。

今までの人生で圧倒的に音楽を聴い

ていた１年だったことは間違いない。

▶

【2021 年 2月】

オフライン最

高！！！VIVA

対面！！！研究室

のメンバーに恵ま

れて幸！！！

▶

【2021 年 4月】

研究活動の傍ら、自分の脱

ペーパードライバー計画を遂

行するべく、運転上級者を助

手席にお招きして車をぶん回

したり、マイカーを持ってい

る友達の助手席を私有地化し

ている。



土木工学科 3年になるまでの軌跡

4 月 2 日

2019 年
入学式（国際フォー
ラムにて）

4 月下旬
初めてのアルバイト
（緊張で手が震え続
ける。）

4 月中旬 教習所に通い始める。

8 月中旬
1つ単位を落とし、
ショックを受ける。

夏休み
学科主催のGPBL に
参加してタイへ行
く。ついでに免許も
ゲット！

9 月下旬
後期が始まる。（も
う 2度と単位を落
とさなことを誓う）

12 月下旬
浮かれたクリスマ
スではなくアルバ
イトに明け暮れる。

2 月上旬 tot に参加する。

2 月下旬
見事単位を全て取
り、浮かれながら
京都に遊びに行
く。

コロナ対策でオンラ
イン授業が始まる。

後期が始まり、週に
1度大学に行く。（世
間話が下手になった
と感じる。）

アルバイト先が時短
営業になり、シフト
に入れなくなる。

勉強しないことに危
機感を覚えて、オン
ラインでの英語留学
をする。

家で授業を受けるの
で、スマホとパソコ
ンと戯れる。

GoTo トラベルが始
まり、ここぞとばか
りに小豆島に一人旅
をする。
遊ぶクリスマスでは
なく働くクリスマス
をする。（最高月収
を記録！）

2020 年

4月中旬

5月上旬

5月から
7月

9月中旬

9月下旬

11 月上旬

12 月下旬

1月下旬

期末試験がオンライ
ンによりレポートに
なる。試験だったら
と思うと震えが止ま
らない。

2 年間の大学生活を振り返ってみました。対面授業を 1年、
オンライン授業を 1年を経験したのですが、思ったことは人
と話すことは大事です。世間話が下手になります！ちなみに
1年の前期以降単位は落としていません（笑）

11 月上旬

芝浦祭にて学校を
一人でふらついて
いるところ、tot を
発見！



大学生活
~2020,1 年 , 生命科学科編 ~

 正直これを大学生活といえるものかかなり微妙ではあります。。コロナ渦真っ只中だった私の大

学生活は常に「恋人はパソコン♡」という感じでした。スタートも 5 月から。大学に登校し

はじめたのは後期開始の 9 月末、週 2回の登校でした。。。大学、勉強、バイトを淡々とこ

なし気づけば中間試験、期末試験、1年終了。　え、キャンパスライフとは ???

4月　大学始まらない
　　   コロナの影響で大学のスタートは 5 月に。

5月　大学スタート。でもよく分からない
　　　友達 0。 Twitter を駆使しなんとか情報収集

しつつ授業にのぞむ。 絶起 ,334 等の言葉に戸惑う。

6月　少しずつオンライン大学生活になれ
     始める

　　　初めての中間試験にビビる。 視力低下を強く感じる

      ようになる。 　

7月　期末 !! 課題レポート !! 試験 !!
      初めての期末試験にのぞむ。 ある授業の期末レポート

      により眠れない毎日を送る。

8月　夏休み
　　  車校で踏み切り無視して怒られる。

10月　学食のネギトロアボガどん
    ( 期間限定 ) のおいしさに震える

9月　入学式、後期スタート、
　　　週２で登校
　　　血眼になりながら友達を作る。

11月　中間試験
　　　バイトを始める。

12月　ちょっとだけ冬休み
　　　気づいたらなぜか年末になっている。

1月　期末試験に怯え、
　　　レポートに追われる毎日

2,3月　春休み



 tot 編集部っていったい何をしているの？と思っているそこのあなた！！今月号では
特別に tot の活動内容 (2020 コロナ渦 ver) を紹介したいと思います。

編集部の
おしごと紹介

会議
まずは企画決め !

皆さんに興味を持ってもらえそうなことや
取材したいことを出し合って企画を決めていきます。

取材

決めた企画に沿って情報収集です !

企画によっては遠くに出かけることも可能。
アンケートをとってそれを元に記事を書く

こともあります。芝浦生のホンネが聞ける

貴重な機会、これがなかなか面白いんです。

編集
いよいよ記事を書いていきます !!
なかなか大変な作業ですが、とて
もやりがいがあります。

校正
書いた記事を手直ししていきます。
完成までもう少し！！

完成
自分が書いた記事を誌面の 1ページ
として読むともう感動で涙が
止まりません ...



tot の記事紹介
tot の記事は芝浦の皆さんの学生生活が少し豊かになる
ものを目指して書いています！
ここでは、tot によく載せられている記事を紹介します。

芝浦工大川柳１

　このコーナーは、芝浦工大のみなさ
んから投稿していただいた川柳を、編
集員のコメント付きで掲載するコー
ナーです！大学生あるあるから大学で
の新たな発見など様々な川柳が載って
います。ぜひ投稿してみては？

２ tot 工作室
　個人で気軽に参加できるワーク
ショップでの体験談です。過去には、
木製の大皿をつくったり苔を使ったり
しています。新しい趣味を見つけるヒ
ントにしてみてください！

3 白熱教室

　芝浦で実際に教えている教授の方々
に直接 tot 編集部がインタビュー。現
在研究していることや、学生に対して
求めていることなど、普段なかなか聞
けないことをお聞きしています。将来
の研究室選びや勉強の仕方について
迷ったときに参考になります！



SIT FREE PAPER

Instotgram

tot_shibaura
tot では新入部員を募集しています !!1 年生はもちろん 2年生以上の
入部も大歓迎です !
雑誌編集に興味がある人、大学生活についてもっと知りたい人、
アイデアを出したり新しいことをするのが好きな人、
お金をかけずに活動がしたい人、忙しいけれどサークルには入り
たい人、とにかく皆さん大歓迎です !! 一緒に tot を作りましょう♪  

BE TOT EDITORS 

tot_editors



2021 年 4 月　入学特別号
新入生の輝かしい未来を願って…

読者アンケートの回答にご協力をお願いします。
みなさんの力が未来の tot を支えています。
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