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ミス芝浦
独占インタビュー
ついに実現！

応用化学科 2 年
たのうえ まいこ
田上舞子さん

自己紹介をお願いします！

田上舞子、福岡出身の２２歳です！
特技は書道です。小学生のときから始め
て１６歳ぐらいで師範の免許を取りました。
好きなキャラクターはピカチュウで、ピカ
チュウをこよなく愛しています。家の中もピカ
チュウでいっぱいです 笑
( ピ
) カピカ♪

芝浦に入った理由を教えてください！

化粧品の研究職に就きたくて化学科に入
りました。
高校を卒業してから働いていたので、大学
に入るまでは３年のブランクがありましたが
どうしても、高校生のときからの化粧品
をつくりたい！っていう夢が諦められな
くて化学科を受験しました。
仕事をやめてからの半年間は精一杯勉
強しました。これまでの人生の中で一番
努力できた時間だったと思います。

受験勉強で苦労したところを
教えてください！

数学で一番苦労しました。なのでⅢＣは
諦めてセンター利用で入りました。
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英語と化学は好きだったので頑張れ
ミス芝浦になっての感想は？

ました。
最初は実感がなかったです。
でも終わってから友達にメールなどで
趣味を教えてください！
「
おめでとう！」って言ってもらえてだん
趣味はゴルフです。 ２〜３年前 だん実感がわいてきました。
から始めて楽しくマイペースにやってい
大学生でしか経験できないことなので
ます。ゴルフは一生できるスポーツなの 今では本当に嬉しいなって思ってます♪
で、これからも続けていきたいと思って
最初、出場をすることは全く考えて
います。
いなかったのですが実行委員の方や友
達が背中を押してくれました。豊洲に
応援に来てくれた皆や、実行委員の方、
応用化学科のメンバーには本当に感謝
しています。ありがとうございました！

１年生の時に 「
ゴルフサークル」と
いう名前のゴルフサークルを立ち上げ
ました 笑
( )
楽しく気軽にゴルフをするだけでなく
バーベキューやミニ旅行など、わっくわ
くするようなイベントをたくさん企画
しています。

今年も参加されますか？

今年はできればメイクなどの裏方で、
出場者の方々をお手伝いできればいい
なって思ってます。

次のミスコン参加者へのアドバイス
は何かありますか？

たくさん友達にきてもらうのが良い
と思います。緊張がほぐれて元気いっ
ぱいになれます。

最後に芝浦生へのメッセージを
お願いします！

芝浦工業大学も芝浦生も大好き！
これからも仲良くして下さい！！
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パソコン用 URL
http://shibasui.s41.xrea.com/
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S.I.T. GOSPEL★JOY はみんなでゴスペルを楽しく歌お
う！っていうサークルです。 第１ ・ 第３月曜の 19:15 から５
号館２７４教室にて、 プロのディレクターを招いて地域の方、
教職員の方と一緒に楽しく練習しています。 また、 年４回の
コンサートに参加しています。 初めての方には体験練習を行っ
ています。 まずは体で感じてみてください。
興味のある方は q0911X@shibaura-it.ac.jp( 渡辺） まで！

Next Concert

大宮祭
LIVE!!
2010 年 5 月 16 日
大宮祭開催時
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第 １4回

大宮祭

今年もやってきました大宮祭！
地域と大学の交流をテーマに、14 度目の
開催を迎える今回は、校舎改築工事の煽り
もなんのその、いつも以上のイベントとお
楽しみを用意しております！
もちろん、芝浦工業大学として、食べ物
から二足歩行ロボットまで、多方面での
「ものつくり」に取り組む各サークルの出し
物も充実！
ステージや体育館、斎藤記念館でのパ
フォーマンスだって盛りだくさん！
新入生だって問題ない！開催時期は 5 月！
実りある大学生活の足掛けとしてしまえ！
学部、学科、学年、教職員、老若男女問
わず楽しめる一大イベントを逃すなっ！

2010 年 5 月 16 日 （雨天決行）
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イベント出し物盛り沢山！

岩手県からローカルヒーロー出陣！すごい
奴が大宮祭に参上だ！
その名も「マブリットキバ」！そんじょそこ
らのヒーローとは一味違うぜ！
古くから伝わる漆黒の神楽甲冑（カグラアー
マー）に身を包み、郷剣ハヤチネで闇を斬る！
郷土を守るために戦う漆黒の鬼「守人牙」
（マブリットキバ）の大宮祭での激闘を見逃す
なっ！

のど自慢大会
毎年恒例！大宮祭の代名詞的イベント「のど自慢大会」はもちろん
今年も開催！
ステージの上で思う存分歌ってもらいます！
歌唱力に自信のある芝工大生と地域の方々は是非是非ご参加を！
上位入賞者には豪華なプレゼントも用意してあります！

批魅鼓
刻むぜビート！和太鼓グループ「批魅鼓」の体の芯にまで響く演奏
は必聴！
雄々しく、美しく、凛々しく、そして誇り高く太鼓を叩く彼らの姿は
必見！
和太鼓の可能性を追求し続ける彼らの演奏に乞うご期待！

S.I.T.GOSPEL
響け歌声！芝浦学生と地域の人々によるゴスペルグループ「S.I.T.
GOSPEL」が今年も讃歌で参加！
「ゴスペル？何それ？」って人は聞いてみればわかる！謙遜したら損
をする！
活力と楽しさ溢れる彼らの歌をステージで聴けぇー！

その他イベント目白押し！遊びに来てくれよな！
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一度は行ってみたい！

豊洲 ・ 大宮グルメスポッド
豊洲編

太陽のトマト麺

営業時間
11:00 〜 25:00( 平日 )
11:00 〜 23:00( 日・祝 )

豊洲支店
名物からあげ
１個 １００円

芝浦工業大学
豊洲キャンパス

太陽のトマト麺
豊洲支店

豊洲駅

太陽の
チーズラーメン
８３０円

URL : http://taiyo-tomato.com/ Tel : 03-5547-8114

環境と健康を配慮するLOHASを意識したお店です。
イタリア産完熟トマトをたっぷり3個も使ったトマトスープに、
豆乳入りの極細麺は一度食べたらやめられません！中でも
オススメなのが「太陽のチーズラーメン」。チーズの濃厚さに
スープと麺が完璧にマッチしています。それから最後に「らぁ
リゾ」(１５０円)を頼むのがポイント、１度で２つの味を楽しむこ
とができますよ！

大宮編
営業時間（定休日水曜）
（月〜土）
11：00〜14：30
17：30〜21：30（L.O 21：00）
（日）
11：00〜17：00

カルボンヌ ・ カフェ

東大宮駅

小えびとブロッコリーの
トマトクリームパスタ

お好きなパスタ
１
(２種類 ＋
)
サラダ＋ドリンク
９８０円

カルボンヌ ・ カフェ

４２０円～

芝浦工業大学
大宮キャンパス

Tel : 048-747-6510

チョコバナナワッフル

ワッフル各種

URL : http://carbonecafe.web.fc2.com/

学バスからひときわ目を引く黒猫の看板がシンボルののん
びりとした雰囲気を満喫できるオシャレなお店です。カルボン
ヌはフランス語で炭の意味で、店主のホームステイ先の猫に由
来するそうです。
夜限定のピザは生地から手づくりで、コーヒーには香り豊か
なオーガニック豆を使用していてとても美味しい。その他にも
ハンドメイドのアクセサリーや雑貨も取り揃えています。
女の子必見ですよ！
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ＴＯＴものつくり企画
第一弾！

マブリット ・ キバ立体化計画
完結編
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マブリット ・キバとは？

マブリット・キバ
とは、遠野の伝統
と文化を現在に伝
えるべく生まれ岩
手県のローカル
ヒーローだ！今日
も遠野の平和・
人々の笑顔を守る
べく活動している
ぞ！普段は悪さを
している逢魔一族
と戦っているんだ。だけど、子どもが
襲われていても契約をしないと守って
はくれない。子どもたちには引き換え
に「学校で一生懸命勉強する」という
ような「約束」をさせるんだ。
そして、今年からはマブリット・キバ
「遠野のローカルヒーロー」から「岩
手県のローカルヒーロー」として活動
していくことになった！だけど話題性
やメディアに進出をメインにすること
じゃなくて、岩手を守り共に生きる
ヒーローとして地域の安全運動や社会
奉仕活動に全力を尽くしていくぞ！
そうそう、５月１６日の大宮祭には
この俺、マブリットキバが登場する
ぜ！みんな、楽しみに待っていて
くれよな！」

原型製作協力：TKO-Industry、ODN 重工業、NKZ 複製工場
パッケージデザイン：Guntie
Special-Thanks：キバプロジェクト

TOT ものつくり企画第一弾
マブリット・キバ立体化計画

... 時は 2009 年夏
学生生活最後の締めくくりとして何か成し遂げたかった私ＴＫＯは友人のおでん
屋、さらにはその友人であるＮＫＺを巻き込み、岩手県のローカルヒーロー・マ
ブリットキバの製作を始めたッッ !!!
マブリットキバ本人との交渉・打ち合わせを経て、2010 年 2 月 7 日に幕張メッ
セにて開催される国内最大級のフィギュアイベント・ワンダーフェスティバル
2010 冬へ向け、製作を進めた !!!

～原型製作～
・パテの準備
③

②

①

今回メインで使用するのはタミヤ製のエポ
キシパテという材料です。
２色の袋がエポキシパテになります (１)。
黄色と白のパテをそれぞれ使いたい分量だけ
均等に切り出して、よく混ぜ合わせます（２）。
これくらいの色になるまでよく混ぜ合わせ
ます（３）。

※エポキシパテは皮膚の炎症を引き起こす場合があるので、使用するときは簡易ゴム手袋などを使用しましょう。
私はつけていませんが、付けたほうが安全なのでちゃんと付けましょう。

パテが完全に硬化したら、次は表面の処理を行います。硬化したままだと表面の凹凸があるため、滑らかになるまで根気
よく磨きましょう。使用するのはホームセンターなどで売っている紙ヤスリです。数字が大きいほど目が細かく、仕上げ向
きとなっています。まずはマスクの口部分にあたる部分から削っていきます。

・まずは頭から作っていきましょう
マブリットキバの頭部マスクは
楕円形となっているのがわかると
思います。エポキシパテが完全硬
化する前にある程度の形を作って
おき、完全硬化後に紙ヤスリで表
面を磨きあげます。磨きあげた結
果、おいしそうな感じに楕円形が
出来上がりましたね。
切削作業において使用する道具を紹介しま
す。（左からデザインナイフ、彫刻刀、ピンバ
イス、ハサミ）主に使用するのはデザインナイ
フです。切れ味もかなり鋭いため、取り扱いに
は十分な注意が必要です。彫刻刀は大幅なくり
抜き加工、ピンバイスは穴あけ作業において使
用します。ハサミはエポキシパテを均等に切り
分ける際に使用しています。
①

③

②
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まずはマスクの口部分にあたる部分から削っ
ていきます。写真ではいきなり削り取られてい
ますが、削り始める前にきちんと下書きをしま
しょう（１）。さらにアゴ、目の部分にあたる
部分にも先ほど使用したエポキシパテを盛り付
けます（２）。完全硬化した後に表面処理を行
います。これをひたすら続けていきます。
ある程度形が見えてきましたが、なんだか左
右に膨らみすぎた印象を受けますね（３）。こ
れでは不格好なので、もっとスリムな感じにし
ようと思います。

今回は横を直接削るのではなく、マスクを真二つに分断し真中を削って横幅を詰めようと思います。左右を別々に削ると
左右対称を合わせるのが困難になると踏んだためです ( ここは我流なのであしからず )。
彫刻刀で頭の中身をくり抜き、デザインナイ
フを使って慎重に分断します ( 目安線を引いて
おきましょう )。無事に２つに分かれました。
これで左右のバランスを合わせつつ真中を削
り、横幅を詰めます。さらに目の内側部分を削っ
て、マブリットキバ特有の目の縁取りを表現し
ていきます。

これで頭ができました。

・次は胴体を作っていきましょう
まずは胸板のベースを作っていきます。バランスを見るために仮面ライダーの
フィギュアに合わせています。
胴体部分の場合も基本的に「エポキシパテを盛る」→「削りだし」→「表面研磨」
の流れを根気よく行っていきます。ポイントは、最終形を想像しながら、一番下
の層から上の層に順に盛り付けていき徐々に形を出していく感じです ( 我流です )。
今回マブリットキバの胸の真ん中の部分は階段状にアレンジしてみようと思い
ます。
①

②

③

④

⑤

盛り付け（１）・削りだし（２）・
表面研磨（３）。この一連の流れで全
体の形を出していきます（４）。
マブリットキバの背面（５）は常時「ハ
イパーカグラアーマー ( 陣羽織 )」で
隠れているので、完全に想像です。
胴体・頭は TKO、腕・脚はおでん
屋が製作しています。ここでは胴体・
頭の製作過程を紹介しましたが、腕・
脚も同様の手順で製作してゆきます。

・原型完成！
製作した原型

本物

いかがでしょうか。右半身
パーツが付いていなかった
り手首がなかったりしてい
ますがご安心ください、写っ
ていないだけです。決して
撮影当日に忘れた訳ではあ
りませんよ。

次は、原型の複製方法を紹介します。
今回はイベントで販売するため商品にしなければなりません。そのため原型
を複製することが必要となります。
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～原型の複製～
・粘土埋めッッ !!!
まず、複製したい原型パーツ（写真にはスネパーツを使用しています）
とプラ棒を粘土に埋め、四方を型どり専用ブロックで囲います。
この際、パーツは下半分だけ隙間なく粘土で埋めるようにしましょう。
型どりブロックと粘土の隙間もきちんと埋めておくのもポイントです。
また、プラ棒はレジンを注ぎ入れる流入口の役割を果たします。

・シリコンを流し込むッッ !!!
そして、先ほどの型にシリコンを流し込みます。シリコン液本体に硬
化剤を混合したものを流しこみます。
硬化時間は約６時間です。その間はゆっくり待ちましょう。焦っては
いけません。
また、シリコンを流し込む際にはゆっくりと溶液を注いでください。
気泡ができてしまうと、複製物がうまく仕上がらないことがあります。

・粘土を取り出すッッ !!!
６時間の硬化時間が経過したら、複製したいパーツ＋プラ棒のみを残
し、最初に埋めた粘土を取り払います。この際、付着した粘土は綺麗に取っ
てください。
写真は型どりブロックから一度取りだし、シリコン型にパーツを埋め
たものを下側にし再度型どりブロックにはめたものです。

・シリコンを流し込むッッ !!!
シリコンを流し込む前に離型剤という溶液をシリコン型に塗ります。
離型剤を塗らないと、シリコン同士が接着してしまい、原型が取り出せ
なくなってしまいます。
写真は離型剤を塗り、シリコンを流し込んだ写真になります。今回も
硬化時間が６時間必要なので、複数の型を並行して製作した方が効率的
です。

・レジンを流し込むッッ !!!
シリコンの型が上下両面とも完成したら、いよいよレジン溶液を流し
込みます。まずはシリコン型から原型パーツとプラ棒を取り出し、上下
両方のシリコン型に離型剤を塗ります。
離型剤を塗らないと、今度はレジンとシリコンが接着してしまいます。
レジン溶液の硬化時間は約 30 分です。流し込む型は写真のようにガッチ
リと上下のシリコン型を固定しましょう。
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成功パーツ

失敗パーツ

第１回レジン複製を行ってみた結果が下の写
真です。完壁ではありませんが、比較的成功し
たパーツが頭・胴体。失敗したパーツはベルト
パーツ・足パーツです。 失敗の原因は硬化不
良と粘土埋めだと思います。レジンの硬化不良
が起きてしまうと、パーツがいつまでもベトベ
トしておりパーツも脆くすぐ壊れてしまいます。
何度も複製を繰り返しましたが、やはり気泡
がいくつかできてしまいます。この気泡を軽減
するために、今回は圧力鍋を使用しました。シ
リコン型にレジンを流し込んだものを圧力鍋に
入れ、圧力を加えます。外部から圧力を加える
ことにより、型の深部にまでレジンが行き渡る
ようになり結果として気泡を軽減することがで
きます。

～ハイパーカグラアーマ（陣羽織）の製作～
マブリットキバのトレードマークである陣羽
織の製作方法について紹介します。マブリット
キバの特徴の一つでもあるハイパーカグラアー
マー ( 陣羽織 ) は可動を妨げないような軟質パー
ツで製作したいと考え、材料を探しました (１)。
材料は塩化ビニルシート ( 通称塩ビシート )
という材料です ( 東急ハンズにてお買い求めい
ただけます )。ゴムのように伸縮性はありませ
んが、薄さの割にかなり丈夫で専用塗料で塗装
も可能です。

①

③

②

④

背面のマブリットキバロゴや内側
の金塗装にはソフトビニール専用塗
料（２）で色を付けます。陣羽織の
展開図に切り出した塩ビシート (3)
にプラ板にロゴマークの形状を切り
抜いた転写板を被せ、いざ塗
装ッッ !!!

⑤

いかがでしょうか、写真（４）で
はハイパーカグラアーマー前面です
が、背面もロゴマークが転写されて
います。写真（５）では、レジン複
製パーツに装備させてみたもので
す。
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・複製完了！

写真が複製パーツを組み上げたものです ( 不
足している部分もあります )。残るは塗装作業
になります。

～塗装工程～
・パーツの補修
塗装工程は前腕パーツを例に手順を紹介していきます。 ま
ず、レジン複製パーツに点在する気泡穴をエポキシパテを使い
補修します（１）。赤く囲った部分が気泡補修部分です。

・下地処理
塗装を行う前に下地処理を行います。下地処理には上記写
真（１）のサーフェイサー塗料を吹き付けます。サーフェイサー
を塗布することによりパーツ表面に残っていた見えない傷が
見えるようになったり、塗料の定着がよくなったりします。
塗装を行う前には必ず吹き付けるようにしましょう（２）。
パーツ表面の傷がなくなるまで傷補修とサーフェイサー塗
布を繰り返します。

②

①

・塗料の準備
①

②

③

今回塗装で用いた塗料はガイアカラー (１) で
す。また、塗料の他にシンナーを使用します（２）。
シンナーは塗料の種類によって複数種類が存在す
るため塗料に適したシンナーを使用するようにし
ましょう。
ガイアカラーはラッカー塗料に分類されるた
め、シンナーもラッカー専用シンナーを使用して
います。また、今回塗装はエアブラシを用いるた
め塗料は希釈して使用しなければなりません。
エアブラシで使用する際塗料は「塗料原液：希釈
シンナー＝１：１」で調合します。
上記写真の塗料は原液とシンナーを調合したも
のになります。調合専用の塗料ビンも別途販売さ
れているため、ラベルに色などを記載して混乱を
防ぎましょう（３）。
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・塗装の準備
②

①

塗装はベランダなどの風通しのよい場所で行いましょう（１）。 室内などで塗装を行う場合は十
分に換気をしながら行って下さい。 ※シンナーは吸引すると脳味噌を溶かします。
今回使用するエアブラシはタミヤ製のプチコンです（２）。塗装を行う上で必要な機材は全てセッ
トになっており電源さえあれば塗装ができるため、初心者の方でもすぐに塗装を始めることができま
す。価格も１万前後なのでオススメです。

・いざ塗装 !!!
①

②

③

では塗装に入りますが、その前に塗装順序を考えておきましょう。今回の塗装パーツ（１）は黒と
金で構成されているため、使用する塗料は黒と金の２色です。
塗装の順番は「薄い色→濃い色」に塗装するのが基本的な塗装手順なので、普通なら黒は最後です。
ですが、金は下地に光沢黒を塗装しておくと発色が良くなるため、今回は最初に光沢黒を塗装するこ
とにします。 まず、エアブラシの塗料カップにゆっくりとシンナー希釈した塗料を入れます（２）。
そして人差し指のボタンを押すことで塗料が噴出します（３）。塗料噴射量は人差し指の根元にある
ツマミで調整できるため、こまめに調整しましょう。

・いざ塗装 !!!
①

②

③

塗料の吹き付けは一度で塗ろうとせずに、何度も塗り重ねるようにして塗装してゆきましょう。今
回は４回ほどに分けて塗り重ねています（１～３）。焦らずに塗装することで塗りムラがなくなります。
さて、ベースとなる光沢黒の塗装が完了したため、次は金を塗り重ねます。しかし、このまま金を
塗ってしまうと黒く塗りたい部分まで金に塗りつぶされてしまうため「マスキング」をして黒い部分
を残しておきましょう。
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・マスキング工程
①

③

②

④

⑤

写真（１）がマスキングに用いるマスキングテープです。小さく切って、残しておきたい黒の部分
に貼り付けていきます（２）。また、写真（３）で囲った部分のような場合は、まず小さく切ったマ
スキングテープを残しておきたい部分にしっかりと貼りつけ（４）、デザインナイフで丁寧に切り取
ります（５）。この際、下地の塗装面を傷つけてしまわないように慎重に作業しましょう。
これでマスキング作業が完了しました。あとはこの上から金を塗装します。

・いざ塗装 !!!
①

②

③

④

⑤

金の塗装も黒の塗装と同じく、一度で塗ろうとせず何度も塗り重ねるようにして塗装してゆきま
しょう。金の場合も黒と同じく４回ほどに分けて塗り重ねています（１～３）。どの色を塗装する場
合も、焦らずに塗装することで塗りムラがなくなります。
さて、マスキングは成功しているでしょうか？ゆっくりとマスキングテープを剥がしてみましょう
（４）。きれいに黒く塗装した部分が残っていますね（５）。マスキングはうまくいったようです。マ
スキングに失敗するとマスキングテープに塗料が張り付いて禿げてしまうことがあるので、下地処理
はしっかりとしておきましょう。

・完成！！！
全身の塗装が完了したマブリットキバ・
アクションフィギュア完成品のサンプルが
左右の写真です。
ところどころアレンジは加えています
が、なかなかかっこよくまとまったのでは
ないでしょうか！今回紹介したエアブラシ
の塗装手順で全身のパーツを塗装している
ため、じっくりと時間をかければ誰でも完
成させることができると思います。
さて、次ページからはワンダーフェス
ティバル 2010 冬における、マブリットキ
バアクションフィギュアの販売レポートに
なります！
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～いざ販売～

ディーラー名「たくおでん」にて TKO・おでん屋・NKZ の３人で参加しました。参加ディーラー
には長机がよういされており、販売物やサンプルを自由に展示できます。
販売可能なクオリティの製品を用意できたのは４個でした。最後まで気泡がネックとなりましたが、
レジン複製の際圧力鍋を使用して気泡を軽減することに成功し、なんとか４個用意できたという感じ
です。ちなみにパッケージデザインは友人の Guntie さんにお願いしました。とてもかっこいいパッ
ケージになっており、漆黒の箱と相まって威圧感がかなりあります。
当日展示したサンプルは上記２体です。左が TKO、右がおでん屋製作です。
左のサンプルは当日会場に来て下さった Project キバ代表の畠山さんに受け取って頂きました。ま
た、右のサンプルは豊洲校舎企画課に展示予定です。
そして気になる販売結果ですが ...
なんとワンダーフェスティバル開場 10 時から約 6 分ほど
で完売してしまいました！購入して頂いたお客様も大変喜
んで下さっており、とても嬉しく思いました。
今回は売上金はキバプロジェクトに寄付し、今後の活動
に役立てて頂きました。
今回で TOT ものづくり企画・マブリットキバ立体化計
画は終わりですが、最後まで読んで頂けたでしょうか？こ
れをきっかけにものづくりに少しでも興味を持って頂けた
のならばこの企画は成功したと言えるのではないでしょう
か。では最後になりますが、応援どうもありがとうござい
ました！

TOT ものづくり企画・マブリットキバ立体化計画
これにて完遂！
後日談～とある秋葉原の焼き串屋にて～
TKO「さて WF も終わったことだし、反省会始めようか…」
おでん屋「うん。とりあえず乾杯しようぜ」
NKZ「にしてもいろいろあったよなぁ～…」
TKO・おでん屋・NKZ「かんぱーい」
TKO「一番大変だったのってなんだろ？」
おでん屋・NKZ「複製だろ！ちがいねえ」
TKO「最初とか気泡やばかったもんな。でも最後はなんとかなってよかった」
おでん屋「WF 直前に圧力鍋投入して正解だったな」
NKZ「圧力鍋で随分と気泡なくなったしね。にしても複製疲れた…」
TKO・おでん屋「よくやった。もう眠っていいぞ！」
おでん屋「NKZ の複製スキル上がったよな。たいしたもんだ」
NKZ「複製まじ大変だった…圧力鍋最強。で、原型製作で苦労したのは？」
おでん屋「関節の部分とアーマーの干渉とかが一番かなぁ、TKO 仕事早いよな」
TKO「まあ顔の部分は大変だったかなぁ…にしても WF で完売してよかった」
NKZ「来年とかもちろん参加だよな？今度は 20 個くらい作ろう！」
TKO「朝 4 時から並んでくれてたお客さんもいて、感謝しきれないよなぁ」
おでん屋「買ってくれた人が喜んでくれるのは、やっててよかったよな」
NKZ「めでたしめでたし」
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サークル
紹介
2010
編集員のオススメサークルを一挙ピックアップ
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“SIT-GIRLS”とは．．．
女子エンジニアを増やすことを目標とした
女子の学生生活をお互いにサポートするサークル
みんなで話をして、生活の不安を解消したり。
女性の活動しやすい環境について考えたり。
クリスマス会をして遊んだり。
将来的には、女子中学・高校への働きかけをして
工学系へ進学する女子を増やしたいな。
まだ出来たばかりのサークルだけど
みんなのアイディアと積極的な行動で
過ごしやすい環境を一緒に作りませんか？
気になる情報はホームページをチェック !!
http://www.sit-girls.net/

説明会日程、
詳しいことが聞きたい方は ...

真里奈
科 後川
通信工学
.ac.jp
aura-it
b
i
h
s
@
4
f0901
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http://f13.aaa.livedoor.jp/~karimero/

演劇部

劇団カリメロ

僕たちは演劇について勉強したり、実際に公演をしたりしています。この雑誌を読んでく

ださる方の中には、演劇って難しそう……とか、そもそも演劇ってどんなのだったっけ？ と
疑問に思っている方もいるかもしれませんが、大丈夫です。やっていることはそんなに難し
いことではありません。

まず演劇についてよくわからないという方へ。イメージとしては、お客さんの目の前でひ

とつの物語を作り上げることです。映画などとは違い、目の前で見る臨場感や空気感が伝わっ
てくることが特徴であり、魅力でもあります。物語をつくりあげるなんて大変と思うかもし
れません。けれどやる気があれば大丈夫です。大学入ったばっかりの僕でも頑張れました（笑）。
演劇といえば、物語の登場人物を演じる役者がまず頭に浮かぶと思いますが、それだけで
はありません。映画監督のように全体をまとめる舞台監督、雰囲気の演出に重要な照明、音
響なども自分たちでやっています。なので、演技はちょっと……と思っている人も自分のや
りたい分野で楽しく活動することができます。

さて、ここで日々どのように活動しているかを少し紹介します。普段は、主に役者として

の能力を伸ばす稽古をしています。身体能力を伸ばすために発声練習・ランニング・筋トレや、
演技力を伸ばすための感情表現ど色々な練習をしています。例えば、合図をしたらすぐに変
な顔・ポーズをとったり、少しの条件を与え即興で小さな芝居をしたりします。これらの練
習では特にする人の個性が強出ますので、個性的な人ばかりの部員がやるこれらの練習はと
ても変ですごおもしろいです（笑）。

少しでも興味を持ってくれた方は、新入生歓迎公演をぜひ見に来てください。
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公演日程
4 月 22 日 開場 18：30
開演 18：50
4 月 23 日 開場 18：30
開演 18：50
4 月 24 日 開場 17：00
開演 17：20
公演場所
芝浦工業大学
斎藤記念館 大教室

新入生歓迎公演

あらすじ
ボスと名乗る人物に集められた八人の男
女。彼らに依頼されたのは、とある店への襲
撃だった……。しかし、いざ計画を実行する
と、店側からの待ち伏せを受け、けが人どこ
ろか死人まで出る結果に終わる。そんな中命
からがら逃げ残った一人のメンバーがこんな
一言を漏らす。

『俺たちの中に、裏切り者がいる』
この言葉を火種に、物語は加速する。いったい誰が裏切り者なのか？誰を信じればいいのか？
生まれも育ちも違うものたちの様々な思いが交錯する中、衝撃のラストを迎える！

舞台監督インタビュー

金丸 達哉

今回の公演の醍醐味を教えてください！

今回の劇はタランティーノ監督作品のひとつ「レザボアドックス」をイ
メージしてかかれたもので、ギャング同士の虚勢の張り合いや、感情の駆
け引きがメインとして描かれています。見えない裏切り者を燻り出すシリ
アスなシーンを持ち合わせながら時折ギャグを混ぜることにより、アメリ
カのマフィアを髣髴させるような舞台を目指しました。” 裏切り” というひ
とつの問題に対して、九人という個性様々なキャラクターが独自の目線で
立ち向かっていく様子を描くことで、社会や人間関係のもろさ、不条理さ
を描いています。
舞台設定が倉庫であるため、脚立や廃タイヤ、木箱などを使用して、立
体感と雰囲気のある舞台になっていて、そこに九人という役者の多さもあ
いまって、舞台に迫力が出るように作りました。
役者それぞれの個性や特徴を生かすことに演技のポイントを置き、九人
ひとりひとりが舞台上で生き生きと動き、お客さんを楽しませます！個性
あふれる役者たちの軽快な会話のテンポをどうぞお楽しみください！

興味を持たれた方は

p09046@shibaura-it.ac.jp( 小林 ) まで！

天文同好会マスコット
ウィルソン

天文同好会とは？
天文同好会では、 定期的に観望会や合宿を開いたり、
冬の星空を撮影したものです。 お
おいぬ座のシリウスがひときわイン
パクトがあります。

部室でわいわい仲良く楽しく活動しているサークルです。
去年の芝浦祭では自分たちでプラネタリウム製作 ・ 展示
し、 とても良い評価を頂きました。 詳しくは左ページへ！
また、 年に数回の合宿では、 天体の撮影や観測をして
います。 観測は天候に大きく左右されます。 というわけ
で晴れ男 & 晴れ女大募集中です！
星空が見たい ・ 友達が欲しい ・ とりあえず何かサーク

芝浦祭での集合写真お揃いのＴ
シャツでみんなバッチリ決めてます！
他にもメンバーはまだまだいますよ！

ルに入りたいという人も大歓迎です！
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プラネタ製作記 ～２００９芝浦祭編～
側面の製作

底面の製作

天井となる部分
をミシンで縫いあ
わせます。
実際はここで縫い
目の余白を忘れて
えらいことに…

ドームを密閉化す
るために底面を作
り、 側面と縫い合
わせます。
下の写真は LED
の青空投影機を設
置したものです。

通気口の製作

出入り口の製作
空気が内部から
逃げないよう、 二
重のエアロック構
造にします。
ここだけは強度の
観点からフレーム
を使用しました。

ドームを浮き上げ
るファンを設置する
ための穴を作りま
す。 しかし、 ファン２
個では浮き上がら
ずに次々と足してゆ
き、 気づいたら４個
になっていました。

完成！！
使用した布地が空気が抜けやすかっ
た原因でドームがうまいこと浮き上が
らず、 ファン増量 ・ 出力最大にする
問題点がありました。
今年はよりグレードアップした新プラ
ネタリウム （仮） を皆さんにお見せで
きるようにしようと頑張っています。 お
楽しみに！！

天文同好会に興味がわいてきた方は
g09078@shibaura-it.ac.jp (松村)

まで！！連絡お待ちしています！！
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S.T.A.R.S.

はじめまして、S.T.A.R.S.（スターズ）です。
STARS は工学部、システム工学部の学生が一体と
なって、新しいものを作り上げていくサークルで
す！！それはスケールの大きい自由研究みたいなも
のであり、贅沢な動くオモチャの製作をしていま
す！！
プロジェクトを立ち上げて、目標達成に向けて突
き進んでいきます。これまで動く惑星模型や公園作
りといったプロジェクトを通して芝浦工業大学の全
学科の技術に触れてきました。自分の学科以外の知
識を学んでいきます。この辺が狙い。活動を通して
いろんな学科のことが学べるサークル。STARS です。
これまでの活動を紹介したいと思います。

2008

200９

創世期
第２期
ライントレーサーと公園の設計を行い、
電動惑星模型

ものつくりの知識を習得していきました。

2010 年度、 今年のスターズは！！！！！
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今年のスターズではオリジナルロボットの製作と、バトル大会の開催の二本
立てでやっていきます。
ロボットは操縦者の体の動きに合わせて同期して動きます、そしてロボット
の仕組みを学べるカスタマイズロボットにしていきます。小学生と大学生 ( 教
授も ) がそのロボットを使っていきます。目的は小学生に機械に興味を持って
もらえるきっかけになればと思ってます。あと、操縦には激しく体を動かすきっ
かけがなければならないので運動するきっかけにもなるかもしれません。この
プロジェクトはスタートしたばかり。ロボットもイベントもこれから作ってい
きます。なので、ものづくりを１から体験したい人や、将来 企画をしたい人に
とって良い成長の場になると思います。ロボットは興味なくてもイベントやっ
てみたい。いやいやなんか作りたいよ。どうぞお入りください！！！実は経営
に興味がある。教職を取るんだ。プロジェクトリーダーってなんか格好いいかも。
他学科のことも興味がある。みんな一緒に成長していきましょう！！！
ちょっとでも興味持ってもらえましたら説明会
までどうぞ！
話を聞いてもらえれば、きっと紙面では伝えき
れない面白さが伝わると思いますので (^^)
詳しくはこちらまで↓↓→→→→→→→→→→
原沢 蓉子
メールアドレス：h09062@shibaura-it.ac.jp
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芝浦工業大学体育会
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休日散策♪
青空に誘われて

－私の好きな癒しの空間－

写真：梅の公園

吉野梅郷とは？
ということで、今回は東京駅から 1 時間のところにある。吉野梅郷の紹介をします。
ここ吉野梅郷は、昨年の日本経済新聞「おすすめの梅の名所ランキング」で全国の梅の
名所約 90 か所の中から第一位を獲得した日本を代表する梅の里です。中でも青梅市梅の公
園は、120 品種 1,500 本の梅がある自然公園です。お勧めの見どころスポットは何と言って
も公園内の頂上（あずまや２番付近）。山の斜面を利用してできた公園であるため，頂上へ
の道は若い人でも息が切れるほど。でも、1,500 本の梅と青梅市内を一望でき、とても美し
い景色とほのかな梅の香りに、とっても癒されます。是非一度、日本一の梅の里、吉野梅
郷に訪れてみてはいかがでしょうか？
さんぽ日：2010 年 3 月 12 日

ライターいち押し！吉野梅郷

交通アクセス
青梅

日向和田

至奥多摩

至拝島

ＪＲ青梅線
吉野梅郷

雪の上に落ちていた梅の花

屋台で売っていた特選梅あん団子♪

梅の花と雪、東京の平野部ではな
かなか出会えない光景。冬の終わ
り、そして訪れる春の始まりを感
じさせる。

梅だれが本当に梅干の味で酸ーーーっぱ
い！！団子のほのかな甘さが舌の刺激を和
らいでくれました。梅のほのかなピンク色
とこの刺激のギャップ、お試しあれ～！
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JR 青梅線青梅駅で「奥多摩行」
に乗換え、2 駅 5 分の日向和田（ひ
なたわだ）駅で下車、徒歩 10 分。

浪花の料理人さっさの

料理教室

一人暮らしのみなさんに、 私が自慢のレシピをご紹介します。
野菜のうまみとウィンナーの歯ごたえ ・ ・ ・ トーストのおともにいかがですか？

ポトフ
作り方
①にんじん、 じゃがいもを食べやすい大きさに切り、 キャベツをちぎる。
②ウィンナーを食べやすい大きさに切る。

①

②

③鍋に水とコンソメを入れ、 にんじん、 じゃがいも、 ウィンナー、 キャベツの順に煮る。
野菜がやわらかくなったら、 塩、 こしょうで味をととのえる。 火加減は中火。

③
④器に盛り付けて、 完成。
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保健室だより
４月は『新しい』や『はじまり』を感じる時期ですね。
『勢いよく』または『のんびりと・・』自分なりの『スタート』を切ったことと思います。
2010 年度のあなたがしたいことは何ですか？チャレンジしたいことは？
やりたいことができる自分である為にも自分の心と体の健康は自分で守れるあなたでいてくださ
い。健康とは、心と体の両方が良好である状態のこと。どちらかが欠けていても気持ちよく過ごせ
ませんよね？みなさんの大学生活が、≪健康で気持ちの良い日々であるように！≫と、スタッフ一
同応援しています。 気になることがある時は、一人で悩んだり我慢しないで気軽に保健室や学生
相談室を訪ねてくださいね。
怪我の応急処置や体調不良など、身体のことで気になることがある・・・。
「何科に行ったらいいの？」 や、健康診断結果や各種予防接種などの
様々な健康相談に看護師が応じます。
開室時間

保健室

大
豊
芝

宮：月～金
土
洲：月～土
浦：月～金
土

10：30～18：30（048-687-5113）
11：00～17：00
9：30～20：00 （03-5859-7400）
10：00～18：00
9：00～15：00 （03-6722-2635）

＊季節や行事等によって開室時間の変更があります。

眠れない、何となくうまくいかない、気になっていることがある。
友人・将来・家族のこと・・・などの相談にカウンセラーが応じます。
秘密は守られます。安心して相談してください。
大
豊
芝

宮：月・水・木・金
火
洲： 月・木・金
火・水
浦：
火

健康相談日

10：00～18：00（048-687-5112）
10：30～16：30
10：00～17：00（03-5859-7402）
10：00～18：00
13：00～17：00（03-6722-2637）

学生相談室

月に一度、学校医が来校します。気になる症状について医師が診察し
必要な場合は専門医への紹介状の作成もします。
日程については、各校舎の掲示板を参照してください。
または、保健室に確認をしてください。

*２４時間年中無休の無料電話相談《 健康相談ダイヤル：0120-5859-22 》もあります。
携帯からでも OK！パスワードが必要です。詳しくは保健室へ！
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～図書館便り～

図書館のホームページが新しく、使いやすくなりました！
図書館のホームページが、装いも新たにリニューアルしました！すっきりと見やすく、洗練されたデザインです。
便利な「横断検索」機能もついて、生まれ変わったホームページ。是非使ってみて下さい。
アドレス：http://lib.shibaura-it.ac.jp/

本を探す時はここにキーワードを入
れましょう。条件を絞り込みたい時
は「検索オプション」をクリック。

オススメ！「横断検索」
欲しい文献の情報を、複数のデータベースの中から探

注目

してくれる機能。自分では見逃してしまう文献も引っ
かかり、そのうえ検索は一度で済むからとても便利！

図書館ガイダンスに参加してみませんか？
学習・研究に必要な情報の調査・入手・活用方法や図書館の利用方法を図書館員が説明する

図書館ガイダンスの参加者を募集しています！
図書館の利用方法や蔵書検索方法といった新入生向けの初歩的なガイダンスから、専門データベースの利用
方法や、電子ジャーナルの紹介といった上級生向けのガイダンスまで、ご希望に応じて図書館員が説明いたしま
す！
参加受付は１名～２０名ほどで、お友達と一緒に参加していただいても結構です。お申し込みは図書館窓口まで
お越しください。

図書館の広報誌はご覧になりましたか？

図書館ガイダンスに参加

「ぶ・ら・り-Library-」

して情報の達人になろ

「OH! MY LIB CAFÉ」

う！

学内・図書館にて配布中です。
学生インタビューや、図書館で開催されるイベント
のお知らせを掲載しています。
最新の図書館情報は、ここでゲットしましょう！
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ロマンチック大好き！
タイプ

A
キスをするなら

A

オススメ

A. 歩道橋

父親になってほしい

世界の果てまでイッテ Q!

B. 高層レストラン

のは？

日テレ

A. 峰竜太

毎週日曜日 19:58 - 20:54

B

B. 和田アキ子

B

A

バラエティ大好き！
タイプ

爆笑オンエアバトル

新「相棒」

は終わったな

オススメ

といったら？

ごきげんよう

A. 峰竜太

フジテレビ平日

ひかり

13：00 ～ 13：30

B. 和田アキ子

やる

B

石田ゆり子とひかり
お姉さんは？

スポーツ

ゆり子

芸能情報大好き！
タイプ
オススメ

やる方？

みる

ミヤネ屋

No

平日

見る方？

13：55 ～ 15：50

年に 2 回は

萌え

音楽大好き！
タイプ

ライブに行く

Yes

ぶっちゃけ
3 次元って
何？
Yes

Yes

叫び

オススメ

Yes

ぷっすま
テレビ

毎週火曜日 23：15

テレビとラジオ
なら？

家ではネット！無関心
タイプ
ラジオ

俺には必要ない

テレビ朝日

オススメ
銀魂
ニコニコ動画
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いつでも

芸能系診断

～アナタの芸能度チェック～
～アナタの芸能度チェック～
Yes

TV を 1 日

Yes

No

ジブリ映画に

地デジ

出てくる芸能人を

2 時間以上

持ってる？

5 人言える？

みる？

No

Yes
No

六代目円楽になった

B

のは？

CD を 30 枚以上

No

ニュース速報みると
ワクワクする

持ってる？

A. 伊集院光
B. 三遊亭楽太郎

A

No

B
Yes

ドラマと言ったら？
A.２４

ペットを

A 「キセキ」で有名な？
A.GReeeeeeeN

B. 金八先生

B.GReeeeN

飼っている？

Yes
No

No

好きなアイドル
PC は 1 日 2 時間以上

がいる

いじっている
No
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半導体アンプに関して

今回は半導体アンプの中でも IC とか使わないア
ンプを作ろうと思います。
その名もディスクリートアンプ！！
IC を使わないからとにかく部品数が多くてはんだ
付け大変で・・・。

真空管アンプに関して
今日の日本ではほとんど使わ
れなくなった真空管ですが，
こと音響機器の分野ではまだ
根強い人気があります．音の
再現度こそ半導体にはかない
ませんが，真空管を用いた音
響機器は独特の温かみのある
音を奏でるそうです．という
ことで，真空管を用いたヘッ
ドフォンのためのアンプを作
成します．
本来，真空管は，100V 以上の高い電圧で駆動させます．それを 12V という低い電圧で動作
させてしまうヘッドフォンアンプがあります．それが今回お手本にした TheYAHA Amp です．
インターネットなどで探すことができます．このアンプは実際には半導体素子を併用するハ
イブリッドアンプです．また，12V という低電圧で動作させるため，100％の真空管アンプで
あるとは言い切れないかもしれません．この回路の魅力は「低電圧で真空管を使った回路を
体験できること」であると言えます．
今回作成する回路は，低電圧ではあるもののできるだけ高い電圧で利用したいと考え，24V
電源を利用することにしました．次に製作する時はこの電源を昇圧し，180V くらいの電源を
用意したいと思います．
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モノづくり企画
第二弾 アンプを作ってみよう！編
前回のモノづくり企画「マブリットキバ」に引き続き、今回はアンプを作ります。
「自由に創る」
それがモノづくり企画！！！ということで行ってみましょう。今回はマスターと太郎君が説明します。

太郎君

「マスター！あんぷって何ですか？？」

マスター

「太郎君、ではアンプの説明をしよう。
アンプはプレーヤーやテレビにも必ず入っていて小さな音を大きく・・・
（中略 )
・・・・・・・・つまりノイズが・・・・・・・・
( 中略）
・・・なんです。」

太郎君

「・・・。
つまり何ですか？」

マスター

「アンプは小さい音を大きくするものなのだ！！！」

太郎君

「ふーん。で、今回何するんですか？？」

マスター

「半導体アンプと真空管アンプを作るらしい」

太郎君

「半導体ってなんですか？」

マスター

「・・・。」

太郎君

「知らないんだ。。。」

ってなわけで今回はアンプを二つ作ります。
ひとつはおじいさんレベルのの骨とう品、温かみのある真空管アンプ
もうひとつは半導体アンプの中で引退間近で粘っているディスクリートアンプ
この二種類を作ります。

それじゃ

いってみよう！
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芝浦工業大学

学生プロジェクトとは、学生のみなさんがもの創りの楽しさや学生同士の
交流を通して「芝浦工業大学で学んで良かった！」と思えるきっかけづくり
のひとつとして、2003 年度にスタートした活動支援機構です。
テーマは自由。研究室やサークルなど既存の枠に とらわれない新たな発
想でプロジェクトを企画して貰います。
メンバーは芝浦工業大学の学生、大学院生で構成、他学科及び他学部（大
学院生）で 構成することが望ましく、大学から金銭的補助（支援）を受け
ていない活動に限られます。
既存の組織（研究室、サークル）にはない新たなプロジェクトを立ち上げ
ること。活動期間は最大３年間まで。
ただし 1. 起業 2. 授業、卒業研究等の一環としておこなわれるものを除く

学生の自主性、創造性が発揮し、学生の交流が活発になり、相互理解とよ
り良い人間関係が築かれるものであることが私たちの望みです。
なお、採択されたプロジェクトは、活動期間に関わらず、年に一度報告会
での報告と 活動内容を記した A1 版ポスターの作成を行います。

プロジェクトの支援金額は総額 500 万円。
プロジェクト一件あたり 50 万円を上限となります。
2009 年は 14 プロジェクトが採択、各プロジェクトのアツい活動は
次のページで！
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2009 年度学生プロジェクト

採択プロジェクト

豊洲･大宮･田町を紹介する雑誌を編集。今年度のテーマは、

6 年間の実績がある石垣島赤土流出問題に関して、

『ものつくり』と『留学生とのコミュニケーション』

サンゴ礁保全のためのアクションを継続展開する

本学の建築学科・建築工学科・環境システム学科

関東と関西の大学で建築を専攻している学生によ

の合同卒業設計展を開催

る、巡回展、講評会などの合同設計展を開催

佐渡の歴史的、文化的価値の高い建築物が多く存

佐渡の「能舞台」を調査。建築の概要・配置・規

在する相川の町並み保存・再生を行う

模などの情報を記した『佐渡能舞台図鑑』を作成

資源節約・再利用型のインフラ整備政策について、アジア

人の操作を受けない自立型サッカープレイヤーに

工科大学の学生とワークショップを開催。廃棄系のサステ

よる RoboCupSoccerJapanOpen に出場し世界大

ナブルレポートを作成

会を目指す

大宮駅東口商店街活性化に向けたプロジェクト。

二足歩行ロボットの技術向上、一般の方々のロボットに対

今年度のテーマは「大宮ハンドメイド Light」

する認知を深める。2010 年度大宮祭にて競技会を開催

地域住民と大学の境界(フェンス・心の中の距離感)を取り

高杖セミナーハウス周辺の史跡、観光地、施設を

払い、両者が笑顔を創り出す仕掛けをキャンパスに創る

取材し高杖の魅力を伝える映像をＷｅｂで公開

ᣂẟਛ㔡ƶǓǕ↟ᄢƵⵍኂƗƍƮƪᣥጊฎᔒ
イタリア・ラクイラ復興のための建築計画を日本

ƲŶᬺƲቇǞƫ⍮⼂ǝᵴƖƢƪᵹǏᡰេᵴേ

の学生の視点から行う

ǝⴕƑ

学生プロジェクトがどんなものなのか？おわかりいただけたでしょうか？
2010 年度はこれからもっと学生プロジェクトを充実させていくため、新しく生まれ変わ
る予定です。詳細は応募要項をご確認ください。
ご質問・ご要望は 企画室 TEL 03-5859-7200
Mail kikaku@ow.shibaura-it.ac.jp
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Toyosu

Omiya

Tamachi

こんにちは！

新入生の皆さま，在校生の皆さま

芝浦工業大学学生情報誌編集プロジェクト，ＴＯＴ( トット ) 編集部です．
ＴＯＴ編集部は，年四回”ＴＯＴ”を発行しています．
今号は 2008 年秋の創刊号発行から 7 回目の発行となります．
豊洲・大宮・田町の頭文字をとって名付けられた TOT。
TOT は芝浦工業大学のサークルや研究室の”学生の頑張り”を少しでも多く
学生の皆さまに知ってほしいという思いがこめられています♪
さて，この文章を読んでいる方の中には雑誌編集やってみたいけど難しそう！
と思う方もいるとは思います。ですが、この文章を書いている編集長も全く
の未経験の状態からいろいろな人にアドバイスをもらったり，取材を続けて
いくうちにそれなりのスキルが身につきました。
普段はそれぞれのメンバー興味のあることを取材したり，記事にしています．
のんびり楽しくやってます。取材や記事の製作を通して普段そこまで話す機
会の少ない教授陣をはじめ色々な人と仲良くなれます
記事を作って「いい出来ですね！」って言われた時の嬉しさが一番の醍醐味
です。あと，文章力がつきます ( 笑 ) タイピングの速度も結構上がります。
少し、興味のわいてきた方もいるかもってところで、
次はでは具体的に何をやっているのかを説明してしまいましょう．
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一番のメインとなるのが取材
です。取材先の方のところへ行
きじっくり話を伺ってきます。
先生であれば事前に教員プロ
フィールを読んだりしてどうい
うことをやっている先生なのか

を調べて、こんなこと聞きたい、
あんなこと聞いてみたいという
のをまとめてから、お話を聞き

ます。IC レコーダーは必須です。
最近は携帯電話にも IC レコー

ダーの機能があるので便利です。
今回のミス芝浦インタビューも
芝浦という、まなびやから 【TOT09ʼ 春号】

こんな感じで取材しました．
取材して記事にするだけでは
なくてオススメの旅行先、性格
診断、好きな世界のスポーツ、
学校のイベントを紹介すること

ウサギちゃん診断 【TOT09ʼ 夏号】 鉄道から見る風景 【TOT09ʼ 春号】もあります。

あとは、部員じゃなくてもボ
ランティアでやっているライ
ターもいます。自由な発想を生
かして１つの冊子を作り上げま

マックマスター帰国報告
「世界のスポーツ」ペサパッロ
【TOT08ʼ 秋号】
【TOT09ʼ 春号】

す。

TOT 編集部がどんな活動をしているか、おわかりいただけたでしょうか？
大学生のうちにいろんな知識を持ちたい，いろいろなことに手を出してみたい！
興味のある方は a09044@shibaura-it.ac.jp（塩光） まで！
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学生情報誌TOT 09'春号

読者プレゼント企画
1

6

15

12

17

PSP 3000

C

10

2

A賞 1名様

19

8

3

7

13

D

E

11

4

マブリットキバ
胸像モデル

16
14

B

A

タテのカギ

ヨコのカギ

1 明瞭な乾季をもつ、熱帯・亜熱帯地方にみられる草原（アフリカ・南ア
メリカ・オーストラリアなどに広く分布）
4 『墨』一色で表現される絵画で水墨画とも言う。
6 イラク・バグダッドで記者会見中のジョージ・W・ブッシュ米大統領に
イラク人記者のムンタゼル・ザイディ氏が投げつけたもの。
7 魚類の体の後端にあるひれ
8 XboxまたはXbox 360の通称
９ 『椿』の読み方
10 師について、学問や技芸の教えを受ける人
1１ 言語を伝達し記録するために
線や点を使って形作られた記号
１２ 鳥山明作ドラゴンボールにおける孫悟空の息子
１４ ax^2+bx+c=0 (a≠0)の時
○○の公式はx=(-b±√(b^2-4ac))/2a
１５ 右から乗ると転ぶという習性から、必ず左側から乗る事から、
「左○○は倒れない」として、『左○○』は、人生を大過なく過ごせると
いう意味
１６ イングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピアによる戯曲『○○○
とジュリエット』
１７ 1985年7月5日に発売されたおニャン子クラブのデビュー曲で
1985年を代表するヒット曲『○○○ー○○を脱がさないで』
１９ 五十円硬貨の表にデザインされている花
20 アップルによって設計及び販売される9.7インチマルチ
タッチディスプレイ搭載タブレット型コンピュータ

A～Fをつなげて出来る言葉は？
A

B賞 1名様

18

9

5

20

B

C

D

E

F

1 卒業式を歌った森山直太朗の大ヒット曲。 歌詞：（刹那に
散るゆくさだめと知って、さらば友よ 旅立ちの刻～♪）
2 ２択形式のクイズ「まる○○クイズ」
３ 2010年4月にスペースシャトルディスカバリに搭乗予定している
日本人宇宙飛行士の名前。山崎○○
4 バンクーバー・パラリンピックで日本が銀メダルを勝ち
取った氷上の格闘技。アイス○○○○ホッケー
5 江崎玲於奈(2000年芝浦工業大学学長)が実証したトン
ネル効果(1973年ノーベル物理賞)を利用した電子デバイス
８ 『梯子』の読み方
１０ 2010FIFAワールドカップ一次リーグGroup Eは、日本、オランダ
、カメルーン、○○○○○
11 家のしるし、家○○。
1２ 『吾輩は猫である』『こゝろ』などの作品で知られ、
森鴎外と並ぶ明治・大正時代の文豪の名前。夏目○○。
13 アラブ首長国連邦最大の都市ドバイにある、世界一高い超高層ビ
ルの名前。ブルジュ・○○○○
14 植物の繊維を水中で密にからみ合わせ、薄く平面状にのばして乾
燥したもの
18 地中に打ち込んで、目印や支柱にする棒

締切

4月28日まで

応募方法：各校舎の学生課近くにに設置してある応募用紙に、希望する商品と学籍番号・氏名・クロ
スワードの答えを記入の上、応募ボックスに投函してください。お一人様につき応募は一枚とさせて
- 41 いただきます。
結果は発送をもって代えさせて頂きます

ー皆で受けよう「芝浦検定」ー
“芝浦”を学び、愛し、誇り・・・もてなす
芝浦工業大学は、８２年の歴史を刻みながら、１１万人を超える学生を社会に送り出して
きました。この芝浦に縁のある多くの人達に、本学の姿をもっと知って欲しいとの思いから、
「芝浦検定」は生まれました。
これから芝浦工業大学で学ぶ皆さんが、本学に関わるさまざまなことを知ると、キャンパ
スの片隅にある１本の木にも永い歴史を背負っていることや、カリキュラムに建学の精神が
生きづいていることに気づくでしょう。
芝浦を学び、愛し、誇り、そして今度は芝浦の心で周りの人たちをもてなして欲しいと
願っています。
【検定試験】
穴埋め問題が１００題出題され、点数に応じて“級”が与えられます。
また、成績優秀者には、豪華賞品が授与されます。
100～90点：１級、 89～80点：２級、 79～60点：３級（１級取得者はまだ１人もありません）

【試験日】
年に２回、大宮祭（５月）と芝浦祭（１１月）。
詳細は学園祭のパンフレットを参照してください。

「芝浦検定試験」の問題例
①芝浦工業大学の創立者は[
]である。
②芝浦工業大学の校歌の作詞者は [
]、作曲者は山田耕筰である。
③芝浦工業大学の校歌は、第一興商系列のカラオケ店（“ビッグエコー”など）
において、リクエストＮｏ．[
]で歌うことができる。
④昭和３０年代から昭和４０年代にかけて、野球部は東都大学リーグで３度の優勝を果たしが、そこで活躍した [
氏は、現在ジャイアンツのヘッドコーチに就いている。（ちなみに、イチローの父も本学の卒業生である。）
⑤芝浦工業大学の創立記念日は１１月[
]日である。毎年、この日の前後に芝浦祭が開催される。
⑥芝浦工業大学の創立７０周年の記念に、[
]というサクラの木が開発され、
現在、大宮キャンパスと芝浦キャンパスに植えられている。
① 有元史郎 ② 北原白秋 ③ 50981-17

編集後記

学生情報誌TOT10ʼ春号
発行日：
平成22年4月1日
発行所：
芝浦工業大学
発行者：
石橋 正啓

]

④ 伊原春樹 ⑤ ４ ⑥ ｼﾊﾞｳﾗｻｸﾗｺﾕｷ

新社会人に向けて鋭気養い中・・・6年間お世話になりました！
！
(うっきー)
4月は別れと出会いの季節！大宮祭まで暫しの別れ…
トッケンバンザイ！
！(あー、二郎食いてぇナァ) (くまっぷ)
今年から始めたものつくり企画、
ものつくりの楽しさがTOT読んで
伝われば幸いです(ばっしぃ＠編集長)
企画がなんとか成功してよかったです。TOTを見てものづくりに少
しでも興味を持って頂けたなら本望です。
（たくお）
楽しい学生生活のために、ぜひともTOTを活用してください。今回
の料理教室を担当させていただきました。ポトフは簡単に作れます
ので、
よかったら挑戦してみてください。(さっさ)
TOT２度目の編集です。今回はミス芝浦のページを担当させてい
ただきました。目の保養になりました。編集お疲れ様です！
(3年4組の名無しさん)
皆さん、毎日毎日お疲れ様です！今回の雑誌が少しでも皆さんの疲
れをなくすことを願ってます。
また読んでね〜 (しおみ)
クロスワードを担当しました。
まずはググらずに自分の腕を試して
見て下さい。
ちなみにエサキダイオードは凄いんです。
（ようちん）
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【平日用】大宮キャンパス バス時刻表
運行期間 2010 年 3 月 31 日（水）より
J R 下り線
宇都宮方面

駅前発バス
52
02

J R 上り線
上野・池袋方面

59. 49. 32

54. 43. 34. 23. 16. 04

8：
07 より3〜7 分間隔運行
9：17 迄 3〜7 分間隔運行

43. 36. 28

54. 40. 33. 25. 14. 07. 02

9：57 より3〜7 分間隔運行

7
時

33. 39. 44. 48. 52. 56.

校舎発バス
46. 56

８ 02. 06. 10. 17. 23. 32. 37.
8：01 より3〜7 分間隔運行
時 47 51
９
01. 11. 21. 35. 39. 53
時

9：11 迄 3〜7 分間隔運行

22. 30. 37

9：51 より3〜7 分間隔運行

53. 38. 30. 21. 15. 05

10
時

08. 19. 35. 49

56. 40. 22. 14

53. 37. 26. 19. 11

11
時

03. 08. 22. 36. 50

08. 16. 34. 50

56. 41. 25. 18. 11

53. 38. 22. 15. 08

12
時

04. 08. 19. 35. 50

05. 12. 19. 35. 50

56. 43. 25. 17. 11

53. 40. 22. 14. 08

13
時

02. 08. 21. 33. 49

05. 11. 19. 37. 50

53. 38. 23. 14. 08

14
時

03. 08. 19. 33. 54

10：41 迄 3〜7 分間隔運行

56

26. 17. 11
14：41 より3〜9 分間隔運行
15：17 迄 3〜9 分間隔行

54. 46. 28

15
53. 37. 22. 14. 07
時

16：03 より16：48 迄

10：35 迄 3〜7 分間隔運行

50

05. 11. 20
14：35 より3〜9 分間隔運行
15：11 迄 3〜9 分間隔運行

05. 09. 22. 33. 51. 59

22. 40. 48.

15：57 より3〜9 分間隔運行

56. 37. 23. 14. 08

16
時

08. 18. 34. 53.

59. 49. 33. 22. 17. 09

17
時

00. 07. 13. 21. 30. 43. 53

18：48 迄 3〜9 分間隔運行

48. 44. 36. 26. 15. 11

18
時

07. 13. 18. 31. 44. 53

45. 30. 21. 12. 03

59. 47. 43. 29. 18. 14. 08. 00

19
時

08. 17. 26. 35. 50

06. 15. 24. 39. 54

55. 47. 33. 21. 14. 00

58. 47. 42. 29. 19. 15. 07

20
時

05. 19. 26. 38. 52

08. 15. 27. 41. 49. 54

58. 43. 30. 14. 00

59. 42. 27. 18. 12

21
時

00. 05. 19. 35. 48

08. 24. 37. 52.

21. 04

22
時

03. 25

00

3〜9 分間隔運行

55
38. 25. 16. 08. 02
17：48 より3〜9 分間隔運行

16：42 迄 3〜9 分間隔運行

49. 56.

02. 10. 19. 32
17：42 より3〜9 分間隔運行
18：42 迄 3〜9 分間隔運行

57

※ 下線つき数字→湘南新宿ライン上り電車です。
道路事情により、若干ダイヤが乱れる場合がありますのでご了承ください。

芝浦工業大学 第14回大宮祭

2010年5月16日(日)開催！

