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秋のオープンキャンパス報告 
11月 18日(日)に、KIT秋のオープンキャンパスが開催され、夢

考房 41で、ソーラーカー、エコラン、フォーミュラカー、自律走
行車の 4プロジェクトが展示、説明を行いました。当日は、高校生
と保護者合わせて 99名が来場しました。高校生からは、プロジェ
クトの展示物、プロジェクト活動やキャンパスライフに関する質問
が多くされ、一つひとつに丁寧に答えていました。展示や説明に協
力していただいたプロジェクトメンバーのみなさんありがとうご
ざいました。 

   

展示や説明の様子 

大掃除実施のお知らせ 
12 月 1 日(土)の 9:30～11:30 に、夢考房

26・41 で大掃除を実施します。日頃夢考房
を利用する学生は、ぜひご参加ください。ま
た、この時間帯は利用が制限されます。 

 

避難訓練実施のお知らせ 
12月 1日(土)の 13:00～14:00に、夢考房

41 で避難訓練および防災訓練を行います。
当日は、避難訓練に引き続いて、消火器の取
り扱いの説明および練習を行う予定です。プ
ロジェクトメンバーは必ず参加して、災害時
に正しく行動できるようにしてください。ま
た、この時間帯は利用が制限されます。 

安全点検・安全祈願祭のお知らせ 
12月 8日(土)に、夢考房 26 および夢考房 41 を閉館し、安全点

検を実施します。ご協力のほどお願いいたします。 
また、同日 16:00からは、夢考房の安全を祈願する神事を執り行

います。是非ご出席ください。場所は夢考房 26です。 
12 月 8 日は、鞴（ふいご）祭りと呼ばれ、全国的に鍛冶屋、刀

工、鋳物師などものづくりの職人が仕事を休んで神社に詣で安全を
祈願しました。 

ライセンス講習会・受講のおすすめ 
後学期は、ライセンス講習会に空きが多くあり、定員に満たない

日が続いています。今のうちに多く受講しておくことをおすすめい
たします。図は、2011 年度 1 年間の、全ライセンス講習の定員に
対する申込者数の倍率を示します。前学期の倍率が高く、後学期が
低いことがわかります。 

 
図 定員に対する申込者の倍率  

夢考房 ニュース 2012 

Project's Topics 

フォーミュラカー 

鈴鹿サーキットで PRイベント 

11 月 3 日(土)、4 日(日)に三重県・鈴
鹿サーキットで、フォーミュラ・ニッポ
ン最終戦が行われ、イベントの一つとし
て学生フォーミュラのマシンとチーム
が PR、デモ走行を行いました。フォー
ミュラカープロジェクトはこれに参加
し、多くのモータスポーツファンに自分
たちのマシンをアピールすることがで
きました。 

 

デモ走行に臨む 12モデル 

フォーミュラカー 

2012年度 活動報告会＆懇親会を開催 

フォーミュラカープロジェクトは、11
月 23日(金)に夢考房 41で、スポンサー
企業や同じ学生フォーミュラに取り組
む他の大学チームを交えて活動報告会
ならびに懇親会を開催しました。学外よ
り 18名が参加し、活動報告、基調講演
や懇親会を実施し有意義な時間を過ご
すことができました。 

 
懇親会の様子 

オフシーズン・充実の冬に 

11月から 4月までは、大会やコンテ
ストが無いオフシーズン。各プロジェク
トは、来年度に向けてスキルアップ講座
を受講しての自己研鑽や、設計や戦略の
ためのミーティングに明け暮れていま
す。 

 

構造解析講習会の様子 

 

昨年の大掃除 

昨年の防災訓練 



 

 

Tel. 076-248-1100（夢考房 26 内線 2830 夢考房 41 内線 3800）  http://www.kanazawa-it.ac.jp/yumekobo/ 

１２ 月

日 付 1 土９

夢考房 7号館 13時閉館

2 3 月９ 4 火９ 5 水１０ 6 木１０ 7 金１０ 8 土１０

13時閉館

9 10 月１０ 11 火１０ 12 水１１ 13 木１１ 14 金１１ 15 土１１

13時閉館 13時閉館

16 17 月１１ 18 火１１ 19 水１２ 20 木１２ 21 金１２ 22 月１２

23 天皇誕生日 24 振替休日 25 土１２ 26 27 28 29

30 31

：21時閉館 ：17時閉館 ：19時閉館 ：休日開館（26号館） ：閉館

冬期休業（～1/6）

土曜日の授業

電気電子・NCフライス 溶接・フライス盤 木材加工・ボール盤 回路設計・板金 プリント基板・旋盤

月２４ 火２４ 水２４ 木２５ 金２５

月曜日の授業

溶接・フライス盤 木材加工・旋盤 安全講習・板金 電気電子・NCフライス 回路設計・ボール盤

木２４ 金２４

電気電子・旋盤 プリント基板・ボール盤 木材加工・フライス盤 安全講習・板金 溶接・NCフライス

中間試験（～12/12）月２３ 火２３ 水２３ 木２３ 金２３

夢考房安全点検／祈願祭

木

21日開館

日 月 火 水 金 土

大学予定 大掃除／避難訓練

高専予定 （授業予備日）

１ 月

日 付 1 元旦 2 3 4 5

夢考房 7号館

6 7 月１３ 8 火１２ 9 水１３ 10 木１３ 11 金１３ 12 土１３

13時閉館

13 14 成人の日 15 火１３ 16 月１４ 17 木１４ 18 土１４ 19 臨休

13時閉館

20 21 月１５ 22 火１４ 23 水１４ 24 金１４ 25 土１５ 26 臨休

13時閉館

27 28 臨休 29 火１５ 30 水１５ 31 木１５

：21時閉館 ：17時閉館 ：19時閉館 ：休日開館（26号館） ：閉館

高専予定

22日開館

日 月 火 水 木 金 土

大学予定

月２５ 火２５ 水２５ 木２６ 金２６ (推薦入試準備)

木材加工・ボール盤 プリント基板・旋盤 溶接・フライス盤 安全講習・板金 電気電子・NCフライス

月曜日の授業 土曜日の授業 センター入試

(推薦入試) 水２６ 木２７ 金２７

土曜日の授業

木材加工・旋盤 回路設計・板金 溶接・フライス盤

入試

月２６ 火２６ 水２７ (一般入試準備) (一般入試)

センター入試

溶接・旋盤 安全講習・板金 電気電子・フライス盤 プリント基板・ボール盤

入試 入試

月２７ （入試合格発表）　　火２７

電気電子・フライス盤 木材加工・ボール盤 安全講習・板金

水２８ 木２８

金曜日の授業


