
i 

 1 月 17 日（水）2 限  

応用バイオ学科・応用化学科  
BB/BC-A 宮崎 慶輔 ---- 1 

家庭ゴミの活用 地球 

においを抑える壁 南村 

代謝を上げて二日酔いを防ごう！ １１：５５ 

集中力向上のための環境づくり ＨＯＫＵＲＩＫＵ５ 

人の生活環境の改善～おいしくてきれいな水～ ＷＡＴＥＲ 

衝撃吸収サポーターの開発 フェルケランスファルラート 

BB/BC-B 堂本 光子 ---- 2 
廃棄物を使ってバイオエタノールを作る ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ 

美容に最適な温泉水を利用して化粧品を作ろう！ ＣｏＣａ Ｃｏｌａ 

温泉水による植物への効果 ３の３乗 

温泉水を利用したボディソープ作り ピノ 

家庭で簡単に使える誤飲防止剤 ＠Ｈ２Ｓ 

美味しい水を全家庭に Ｗ．Ｃ． 

BB/BC-C 松本 恵子 ---- 3 
栄養のあるチョコレート ドラちゃん 

真空パックの有効性 どりばーくん 

食物繊維による糖の吸収抑制 ＦＬＡＴ 

最強の雨具を開発する ランゲルハンス 

被災時に利用可能な非飲用水用ろ過装置の開発 エリエール 

野菜嫌いを少しでも克服しよう トマト 

BB/BC-D 谷田 育宏 ---- 4 
災害時に高齢者が食べやすい非常食 ジンベエザメ 

加賀野菜で栄養不足を解消し、石川県を食で活性化させよう ＭＣＤ６ 

雨の日をハッピーに トマト 

野々市市の温泉水を利用した化粧品の開発 チーム育宏 

乳幼児にとって食べやすい離乳食 Ｋ２ＳＩＹ 

災害時に簡単に栄養をとることができる保存食 アミューズ 
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 1 月 18 日（木）3 限  

航空システム工学科  
EA-A 林 晃生 ---- 5 

空港における風力発電の活用 ソビト 

スペースデブリ削減のための新提案 白ゴリラ 

農業用ドローンの問題解決 しゃちく 

機体が激しく揺れた時の怪我を減らすには ぽてと 

墜落しても死なないヘリコプター ＵＮＡＧＩＰＡＩ 

手作り飛行機を飛ばそう！ ポポ 

EA-B 橋本 和典 ---- 6 
自然エネルギーで長時間飛行できる無人航空機 チーム茶 

安全な着陸 ＡＷＡＴＯＬＩＳ 

Ｓａｆｅｔｙ ｏｆ ｄｒｏｎｅ ＰＡＥＬＬＡ Ⅴ 

新しい保安検査場 キュリオシティ 

災害や悪天候に強い滑走路 ＲＵＮＷＡＹ 

Ｅｃｏ－Ｆｒｉｅｎｄｌｙ Ａｉｒｐｌａｎｅ ヒンデンブルク 

 

 

 

 

 

ロボティクス学科  
ER-C 村尾 俊幸 ---- 7 

電磁ロックの製作 ダイハード 

後付け式駆動可能背もたれ キリン♂ 

ながらスマホ防止（自転車）のための装置開発 がむだむ 

動くゴミ箱 ふぁーべる 

自動分別ゴミ箱 レペゼン石川 

 

ER-D 古屋 栄彦、館 宜伸 ---- 8 
緊急時の安全確保と避難誘導の効率化 どら焼き 

ウェアラブルロボットを流行らせる ＬａｓｔＵ 

精神的ケアを必要とする高齢者を対象としたロボットの提案 ＳＵＮ 

買い物補助運搬用ロボット ロボ３０５ 

高齢者住宅における運搬ロボット ＤＤＣ 

 

ER-E 西田 憲二 ---- 9 
人命救助補助ロボット 佐藤の五班（一班） 

最新技術を利用したリハビリ方法の提案 ＥＲ－Ｅ２ 

床上浸水時の泥清掃ロボット Ｊ２県民 

素材による衝撃吸収の違い ダンケシェーン 

高齢者が安全に交差点を渡るには めっちゃｆ 

 

ER-F 土居 隆宏、南戸 秀仁、堀田 英一 --- 10 
自動種まきロボット 一生奈良素敵大学 

室内用小型運搬ロボット えーさん 

一般家庭でも設置が簡単なビニールハウス シン・名無しのナンシー（仮） 

巡回警備ドリバー～Ａｎｔｉ Ｂｉｒｄ Ｓｙｓｔｅｍ～ 米米 

イノシシから農地を守る‐色・匂い‐ 阪神タイガー 



 

iii 

 1 月 19 日（金）2 限  

電気電子工学科・電子情報通信工学科  
EE/ET-A 宮田 俊弘 --- 11 

太陽光発電による安定した電力の供給 飯野組 

視覚障害者のための白杖 カ・阪神タイガース 

優秀な公園灯 クランキー 

快眠ベッドライト Ａｒｃｈ 

家庭内でできる水力発電 ライス 

環境に優しい扇風機 ＢＯＫＵ 

EE/ET-B 中田 修平 --- 12 
電力の自給自足 ＴＯＫ＿ＦＭ＿Ｗ 

便利な電子教科書 ユーズフル 

無線の通信距離を伸ばす なんでもいい 

静かな掃除機 Ｂｏｎｅ Ｓｏｕｌ 

静かな部屋を作る ＷＩＴＨ Ｂ 

振動で発電！！ 真田丸 

EE/ET-C 平間 淳司 --- 13 
非常用照明装置の開発 タナトス 

明暗で目に優しい光を作る ベルギーワッフル 

太陽光を利用した発電効率のよい装置 福た組 

小型水力発電機の作製 雨だす。 

効率よく発電できる風力発電機 ブロッケン吉田改 

電磁シールドによるペースメーカーに対する電波の遮断 名前はまだない 

EE/ET-D 吉本 隆志 --- 14 
小水力発電 ００７ 

風力発電の安定と効率化 バイキンマン 

風力発電の発電効率を上げる サンパン 

超音波センサを利用した自動ブレーキシステム ヨンパン 

歩いて発電 ｋａｗａｔａ 

風力発電における風車のブレードと発電効率の関係 第６班 

EE/ET-E 金野 武司 --- 15 
骨折者が通常生活を送るための杖 アイコス 

天井扇暖房機 ジャガイモ 

耳に優しいイヤホン 電気さん 

高齢者のためのユニバーサルデザインのある電化製品 アイコスメンソール 

快適に使える掃除ロボット トランプ 

充電しながら走る電気自動車 ブリクロ 

EE/ET-F 宮崎 慶輔 --- 16 
快適な扇風機 チームダンソン 

効率の良い人力発電機 薔薇組 

野々市市の自転車ネットワークの改善 ホリプロピレン 

効率のよい人力発電機 ヨン＝ハン 

ＰＲ動画をＳＮＳで発信して防災意識を高める ピンポンパンポン 

野々市に来まっし サトウのごはん 

EE/ET-G 伊藤 隆夫 --- 17 
磁気共鳴を利用したワイヤレス給電 イヨン 

使われない工業廃熱で発電 ２班 

ワイヤレス給電方式 あいふぉん 

太陽光発電の効率化～ソーラーカーを目指して～ ヨンハン 

光害を抑える照明器具の開発 のっティ 

振動発電 ジャンボと愉快な仲間達 
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 1 月 19 日（金）3 限  

建築学科  
VA-C 後藤 正美 --- 18 

洪水と被害の対策 ＩＰＰＡＡＡＡＡＡＮ！！ 

強風に強いドア ぶっち 

有害物質の換気面においての除去 月ｗｉｔｈＺ 

壁同士の衝突を緩和させる緩衝材の能力算定 クレイ 

電柱倒壊による被害拡大の防止 けしかす 

 

VA-D 島谷 祐司 --- 19 
野々市市×工大 コラボ計画 アリとキリギリス 

集え！！ママ友～金沢市の人口増加のため～ しまじろう 

持続可能な街づくりを目指すには・・・ 九条カレン 

野々市市北口プラザの利活用について さつまいも 

野々市市民と建築をつなぐ連携拠点づくり ペンギン 

金沢市の１０年に１度の大雨の対処 ＴＮＧ 

VA-E 古屋 栄彦 --- 20 
家庭内の消費電力削減 サイゼリアン 

ヒートショックを防止する一戸建て住宅の提案 マックドナルド 

ＬＣの書庫を快適にするには ケンタッキ 

災害時に不自由なく過ごせる避難所の提案 日替わり定食 

視覚障害者を自動ドアの開閉部へ誘導するための傾斜 の～ふぇいす 

 

VA-F 佐藤 弘美 --- 21 
断熱材断熱性能の向上 いっぱん 

火災に強い木造住宅の研究 ＡＡＡ 

快適な居住空間 さんはん 

学生ステーションの活性化 明太子 

とめやすい駐輪場 御飯 

周囲を気にしない静かな部屋 ろっぱん 

 

 

 

 

 

環境土木工学科  
VE-A 花岡 大伸 --- 22 

交差点で起きる事故を減らす カルビ 

土砂災害の被害を減らす ホームラン 

野々市市のハザードマップを作ろう カレーライス 

降雨による斜面崩壊の人的被害を防ぐ Ｑｕａｔｒｏ 

多機能な防波堤 さざなみ 

津波の威力を弱める防波堤の構造検討 天橋立 

 

VE-B 有田 守 --- 23 
災害時の生活用水の捻出 ブルゾン 

津波に強い避難標識 岐阜のショー１ 

自作ろ過器でろ過してみよう あんきも 

施工性の高いコンクリート ピンチはチャンス 

河川堤防の構造変化による浸水性の関係 みやぞん５ 

 

VE-G 織田 光秋 --- 24 
ボルトの振動による緩み現象 金魚苦ＬＯＶＥ 

防災無線による迅速な情報伝達 ＫＩＴ 

住宅火災の初期消火 Ｐｒｏｊｅｃｔφ’ｓ 

津波用シェルターの衝撃音軽減 ノブナリ 

土砂崩れから住民を守る 金曜日はマジでやばい 
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 1 月 22 日（月）2 限  

機械工学科  
EM-A 吉田 正就 --- 25 

従来のごみ袋よりも防臭性の高いゴミ袋の開発 ゴミ袋研究し隊 

構造の改善による抱っこひも転落事故の防止 アトランティック 

景観をよくする用水洗浄装置 タカホクリニック 

夜間における高齢者の横断 ＡＳＵＫＡ 

容易に空間を把握できるカーブミラー開発による高齢者事故防止 カレーライス 

乳幼児によるたばこの誤飲を防止する灰皿の開発 ベビー 

EM-B 磯崎 俊明 --- 26 
より快適な住生活のために～むおん～ ＬＡＮＥＥＤ 

住みやすい環境づくり タクちゃん 

大規模地震における火災を減らす チーム 稲木 

水やりを自動化したい ウーロン 

地震で倒れない家具で人を守ろう からふるへぁ～（笑） 

石川県の家庭での太陽光の発電量アップ！！ 第６班 

EM-C 織田 光秋 --- 27 
雪道での自転車の安全走行 メラコン 

強風時でも安全・安心できる傘 びあわ 

小水力発電での発電量の安定化 ＡＡＡ 

消火器のノズル改良による初期消火の向上 ＭＵＴＥＫＩ 

高層ビルでの地震対策 明智光秀 

トンネル出口での衝撃波の軽減 ＳＥＸＹ 

EM-D 長沼 要 --- 28 
熱中症の防止 ｉＰｈｏｎｅ 

賃貸住宅でも使える室内免震装置 Ｌ．Ｉ．Ｋ 

親と子が安心して暮らすために 森 

風車の構造改善 ピーナッツ 

革新的な防災装置 ねぎ塩みそラーメン 

使いやすい駐輪場 ウニ 

EM-E 佐藤 恵一 --- 29 
車のライトに反応する距離のわかる反射板 Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒｓ 

道路で発電 Ｇｒｅｅｎｃｏｎｓｕｍｅｒｓ 

スポンジを用いた再利用可能な除湿剤 スヌーピー 

雨ざらしになっても錆びない自転車の鍵 チャリキー 

滑らないオールシーズンタイヤ こしひかり 

よく止まれるタイヤ ６班 

EM-F 十河 憲夫 --- 30 
ゴミをプレスる あっしゅ 

お互いがハイになれる車イス あしゅりん 

コスト０生ゴミ処理機 ＦａｓｔＲｉｖｅｒ 

使用者にやさしいベビーカー ＡＬＲＩＧＨＴ 

より明るい街灯 てきとー 

雨水を利用した発電 レヴェルズ 

EM-G 諏訪部 仁 --- 31 
新たな除湿機器の開発 やまだたち 

耐風傘の低コスト化と性能向上 ぷっちょ 

シリンダペダルによる踏み間違い事故の軽減 ＩＲＩＳ 

ゴミの絡まりにくい水車 ＷＩＴＨＢ 

融雪装置を効率化 森友学園 

津波による被害を低減させる防波堤 パックⅢ・珍 
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 1 月 22 日（月）3 限  

建築デザイン学科  
VS-C 山田 圭二郎 --- 32 

芝生の丘の改善 まろきー 

廃校のリニューアル とりから定食 

せせらぎ公園の景観改善 マルエー 

建て替えする新しい公民館の設計デザインと空間デザイン プロジェクトデザイン４班 

ＫＣ’ＳＲ（金沢市民のための犀川ロード） まめ 

国際交流をもっと気軽に ＫＡＺＭＡＮ 

VS-D 加藤 樹里 --- 33 
プライバシーが守れて快適な避難所のプライベート空間 タカヤマーンズ。 

学生と市民のＤＩＹ活動による地域連携拠点の開発 パーソナルディレクターズ 

Ｇａｔｈｅｒ～北口プラザを交流のきっかけに～ オジイ 

柳橋バス車庫の有効活用 池端さんと５人のその他 

学生同士が交流できるアパート キャナジャワ 

市民に愛されるバス停の停案 ンジャメナ 

VS-E 新 聖子 --- 34 
建て替えする新しい公民館内に設置される市民連携拠点の活用について・地域創生・ ｓｕｐｐｌｙ‐ｓｕｒｐｒｉｓｅ 

場の逆再生 －観光客分散のために－ ３０２－２ 

空き家の活用 ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ 

野々市一番街の活性化 ドリバーズ３ 

乳幼児にとって安全な空間作り：安全な公園とは パンプキン 

公園の活性化 ー公園と街の新たな関係性ー ハリガネムシ 

VS-F 佐藤 考一 --- 35 
訪れたくなる公民館へ ＮＯ ＮＩＳＳＹ ＮＯ ＬＩＦＥ 

空き家の有効活用 ＹＤＴ２ 

公園の改善～コミュニティーガーデンをつくろう～ 砂糖 

金沢古民家空き家見学会 あ 

空き家から地域へ～住み開こう、空き家になる前に～ しゅがー 

未知なる資源を探せ！～空き家から広がるまちづくり～ カップラーメン 
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 1 月 23 日（火）2 限  

情報工学科  
EP-A 西川 幸延、館 宜伸 --- 36 

震災時に避難所に必要な物資を正確に届けるドローン オリジン西川 

のっティを走らせ野々市をアピールするゲームの開発 Ｎｏ．１じゃなくてＯｎｌｙ１ 

ＳＮＳ利用者自身が発信する市のＰＲについて 黒蠍盗掘団 

事故が起こりやすい場所から考える自転車ネットワーク チーム４ 

防災意識の向上 カレー屋さん 

安全快適な自転車ネットワークの構築 ノノチャリ調査部 

EP-B 笠森 正人 --- 37 
階段における転落事故の防止 葱 

交差点の事故を減らそう シグナルブルー 

食生活の改善 いんてる 

花粉を減らそう 花粉撃滅隊 

自転車事故を減らす チーム５ 

交通事故をへらそう！ 生活向上委員会 

EP-C 河並 崇、向井 宏明 --- 38 
普段体験できないテニス観戦を室内で行う ｏｚａｋｉ 

テニス上達のためのサポートツール 蠣 

一人でできるランニング練習支援システム ＩＫＡＺＯ 

正しいやり方を保つダンベル 筋肉の恋人 

サバイバルゲームの安全性を向上させるシステム ごはん 

サバイバルゲームにおける命中判定の明確化 ＢＹｋＮ 

EP-D 元木 光雄、中沢 政幸 --- 39 
夜泣きによるストレスからの脱却 チーム赤ちゃん 

たのしくまなべるぷろぐらみんぐ 子どもを見守る会 

物の紛失を未然に防ぐ ＡＬＳＯＫ 

傘の盗難防止 ガーディアン 

車の死角をなくす後付け機器 ＴＳⅡ 

外国人観光客支援のための観光コンテンツの作成 ＲＥＶＥＲＳＩ 

EP-E 上江洲 弘明、宮田 孝富 --- 40 
摂取カロリー・栄養管理 Ｔｅａｍ Ｈｏｓｈｉｎｏ！！！ 

災害時にボランティアを支援するシステム ＪＵＫＵ－Ｗ 

水害対策サイトの制作 ３班 

交通事故を未然に防ぐ情報システム 夢追い人 

鍵の閉め忘れを防ぐ情報システム 山田松林 

 

EP-F 佐野 渉二 --- 41 
野々市温泉スタンドアピールサイト作成 Ｆ１ 

ＤａｎｇｅｒＬｅｓｓ～危険度の少ない避難経路～ フレンズ 

オープンキャンパス用情報サービス ドライ 

わかりやすいニュースアプリ 情報処理班 

高齢者の安全運転を支援するアプリ Ｆ５ 

 

EP-G 林 晃生 --- 42 
使いやすい学生サポートアプリ ＳＳＳ 

ＤＯ ＹＯＵ ＫＮＯＷ ＮＯＮＯＩＣＨＩ？ おはのっティ 

オービス搭載型自動車 第三の林 

センサーによる住宅防犯システム あまおう 

鍵の情報を外で確認する情報システム ごはん 

 

EP-H 林 亮子 --- 43 
プリンタ プリンタ 

学食の混雑緩和 拳で抵抗 

避難所アプリ開発 ＤＰＰ 

工大生のためのスマートアプリ 毎日がどしゃぶり 

リサイクル率向上のためのアプリ開発 ２１歳 

 

 



 

viii 

 1 月 23 日（火）3 限  

メディア情報学科・経営情報学科・心理情報学科  
FM/FS/FP-A 松本 重男、グエン ハン --- 44 

金工大生は、石川県の産業・企業に対する見聞が狭く、東京都に就職する Ａ１ 

金工大生は栄養・食事に関する知識が不足しているため、栄養バランスのよい食事が摂れていない Ａ２ 

金沢工業大学の学生は、「金沢工業大学大地震対応ガイドブック」の存在を知らないため、 

地震時の対応を理解していない。 Ａ３ 

一人暮らしの大学生は朝、朝食をとる時間が無いから、朝の欠食率が高い。 Ａ４ 

金沢工業大学の学生は地震時の対応を知る機会がなく地震に対する知識がない Ａ５ 

FM/FS/FP-B 島谷 祐司 --- 45 
野々市市の自転車ネットワークの拡大 カプチーノ 

工大生向けの工大周辺の飲食店調査 とりっぴー 

用水惣構の保全について みやくわ 

ブルーライトによる健康被害を認知させる 正中北西平池浦 

 

 

FM/FS/FP-C 江村 伯夫 --- 46 
学生の為の探索マップ １班 

出会い頭の衝突事故防止 ミッキー 

金沢工業大学の行事を疑似体験することができるシミュレーションゲームの開発をしよう。 ３班 

工大に女子を増やそうプロジェクト ラムちゃん 

学校にカフェを作る ５班 

 

FM/FS/FP-D 根岸 一平 --- 47 
学食の回転率を上げよう おやき 

ＫＩＴ ＢＲＡＩＮ ＢＡＮＫを広めたい もちきんちゃく 

高齢者の印象に残るポスター制作 カネコクン 

野々市温泉水の活用法を探る かれーらいす 

気温による学食の各メニューの売上変動指標 だんご 

 

FM/FS/FP-E 平本 督太郎 --- 48 
高齢者の地震対策の改善 Ｒ２Ｄ２ 

工大生の印象の改善 モニぴ 

幼児の事故防止 ～溺死予防～ アットホーム 

避難経路の認知度向上 ＰＤがんばる 

工大生の野菜不足をスムージーで解消 ５Ｇ 

 

FM/FS/FP-F 鈴木 康允 --- 49 
野々市市のホームページ構造の改善 のっティ 

ディーケーアートカフェ売り上げ向上 ザンビア 

介護者の負担を減らすためには ハイブリッド 

野々市温泉スタンドの認知度を向上する。 頭文字Ｎ 

金沢工業大学学生の野々市市の新図書館「カレード」に対する認知度が低いことを、 

学内のサイネージ等を利用し改善する。 ダック 

FM/FS/FP-G 星野 貴俊 --- 50 
金工大の学生は、時間が無いなどの理由から、朝食の欠食率が高い。 迷子の子猫ちゃん 

印刷機の列の改善 トイプードル 

工大生が休日に行きやすい、行きたいと思うカフェの紹介 ジーサン 

工大に女子を増やそう マンチカン 

金沢のお酒紹介 菊姫 

 

FM/FS/FP-H 加藤 樹里 --- 51 
工大生の防災に対する意識を改善するパンフレット作成 ベビーカステラ 

温泉スタンドの認知度を向上させる。 おりづる 

工大生の学外交流を促進するサイト「ＴＯＲＡＩ」の作成 トライアングル田中 

若者と高齢者の情報格差の是正 ～パンフレットでスマートフォンに興味を持ってもらおう！～ ２１歳 

工大生の一日を紹介する内容の動画によって、高校生の工大に対するイメージアップを図る チキンラーメン 

 


