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第７回畜大ふれあいフェスティバル実施概要

■事業名称 第７回畜大ふれあいフェスティバル

■事業目的 帯広畜産大学及び管内高等学校等による日ごろの活動を発表するとともに、帯広畜産大

学が行っている教育・研究・社会貢献の取り組みについて、大学生と楽しみながら学ん

でいただくことで、市民の生涯学習の場となることを目的とします。

■開催日時 平成２９年１２月９日（土） １０：００～１５：００

■会 場 とかちプラザ（帯広市西４条南１３丁目）

■主催・共催 主催／国立大学法人帯広畜産大学 共催／帯広市教育委員会

■実施内容 【基調講演】

○基調講演・帯広市民大学講座

「十勝の農業と作物を育てるための知恵」

帯広畜産大学 環境農学研究部門 准教授 秋本正博

【体験・展示等】

①僕らが世界のためにできること（帯広畜産大学 国際部）

②ダチョウの羽根と卵でストラップを作ろう！（帯広畜産大学ダチョウサークル）

③うまストラップづくり（帯広畜産大学うまぶ）

④産学官連携紹介（帯広畜産大学地域連携推進センター）

⑤更別農業高校試食コーナー（更別農業高校加工分会A）

⑥帯広畜産大学試食コーナー（帯広畜産大学うしぶ、畜産フィールド科学センター）

⑦ちくだい博物館・イヌの骨のパズル（帯広畜産大学えぞほね団、佐々木基樹教授）

⑧ヒト細胞のDNAを取り出す（帯広畜産大学 小嶋教授）

⑨ステージイベント

○管内高校生による活動成果発表（アトリウムから視聴覚室に会場変更）

「ｱﾙﾏｲﾄへの電解着色における溶液と条件による色の違いについて」

（帯広柏葉高校化学研究部）

「シャボン玉の着色はできるのか」（帯広三条高校ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｲｴﾝｽ部）

「高校生による高校の魅力化・まちの魅力化」（第2期ひろお未来塾高校生支部）

「更別産金時豆の可能性を求めて」（更別農業高校農業クラブ加工分会Ａ）

「金魚に適した水槽環境」（帯広柏葉高校生物研究部）

※帯広畜産大学長賞 更別農業高校農業クラブ加工分会Ａ

○マンドリンサークルコンサート

第1回 11：00～11：30

第2回 14：30～15：00 曲名：愛を込めて花束を、川の流れのように 他

〇畜大アカペラサークル ram’a toneミニライブ！

13：30～14：10 曲名：津軽海峡冬景色、

クリスマスキャロルの頃には 他



■実施内容 ⑩野生生物と仲良く暮らす方法（帯広畜産大学 浅利特任講師）

⑪化学おもしろ実験（帯広柏葉高校化学研究部）

⑫ウシのお医者さん体験（帯広畜産大学 松井教授）

⑬寄生虫を観察してみよう～顕微鏡や虫めがねで寄生虫・マダニ・昆虫を観察してみない？～

（帯広畜産大学 原虫病研究センター）

⑭面白科学実験（帯広三条高校フィールドサイエンス部）

⑮畜大紹介・進学相談・ミニ講座

11：30～12：00 野生生物と仲良く暮らす方法（帯広畜産大学 浅利特任講師）

12：20～12：50 畜大馬術部へようこそ！（帯広畜産大学 馬術部）

13：10～13：40 僕らが世界のためにできること（帯広畜産大学 国際部）

14：00～14：30 畜大生の地域貢献活動について（帯広畜産大学 学生支援課）

■来場者数 延べ３，５５３名

※集計方法：各ブースに置いて来場者数を確認

すべて合算した延べ数を来場者数としています。

■広報活動 ○雑誌・新聞等

広報おびひろ、十勝毎日新聞、北海道新聞、月刊Ｃｈａｉ

道新デリバリ、週間fit、公共施設等へのチラシ、ポスターの掲示

○ラジオ、テレビ等

NHK、OCTV等

○インターネット

帯広畜産大学HP・Facebook、帯広市HP・Facebook等
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基調講演「十勝の農業と作物を育てるための知恵」

展示・体験ブース等
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第７回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■来場者の男女比

女性 191

男性 139

無記入 2

■来場者の年齢構成

0～9才

10代

30代

40代

60代
70代

0～9才 152 70代 15

10代 58 80代 5

30代 42 20代 4

40代 32 50代 4

60代 15 無記入 5

■居住地

帯広 216 新得 2

音更 38 広尾 2

幕別 24 本別 2

芽室 20 釧路 2

中札内 7 清水 1

鹿追 7 無記入 11

■同行者

家族と 269

一人で 24

友達と 20

その他 19

帯広音更

幕別

芽室

女性男性

家族と

一人で

友達と

その他

有効アンケート数：332件（出展者の回答を除く）



第７回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■イベントは楽しかったか
とても楽しかった 195

楽しかった 130

楽しくなかった 1

つまらなかった 1

無記入 5

楽しくなかった、つまらなかったと答えた方の意見

・本物の動物に触れあえると良い。
・物づくりで待っている人に何のアナウンスもなく、
スタッフ内輪で楽しんでいるようで折角のイベント
の楽しさが半減されているように感じました。

■一番楽しかったブース

7 12  3  13  2  10   8   6  11  1  14  9   4   5  15 無
記
入（ブース番号）

⑦ ちくだい博物館・イヌ骨パズル 45

⑫ ウシのお医者さん体験 44

③ うまストラップづくり 40

⑬ 寄生虫を観察してみよう 36

② ﾀﾞﾁｮｳの羽根と卵でｽﾄﾗｯﾌﾟづくり 33

⑩ 野生生物と仲良く暮らす方法 30

⑧ ヒトDNAを取り出す 27

⑥ 帯広畜産大学試食コーナー 20

⑪ 化学おもしろ実験 17

① 僕らが世界のためにできること 14

⑭ 面白科学実験 14

⑨ ステージイベント 11

④ 産学連携紹介 4

⑤ 更別農業高校試食コーナー 4

⑮ 畜大紹介・進学相談・ミニ講座 4

■イベントに直すところはあるか

ない 304

ある 9

無記入 19

直すところがあると答えた方の意見

・体験が11時からしかできない。
・スタンプのところに番号の表示があった方がいい。
・ミニ講座を静かなところで聞きたい。
・スタッフが私服なので、スタッフなのか来場者なの
かわからない。

・もう少し小さい子供向けの実験があると嬉しい。

ない

とても
楽しかった

楽しかった



第７回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■帯広畜産大学に来たことはあるか

ある 161

ない 166

無記入 5

あるない

■何からイベント等の情報を得るか

新聞 157

フリーペーパー 85

その他（チラシ等） 59

インターネット 43

SNS 18

無記入 35

新聞

フリー
ペーパー

その他

インター
ネット

SNS

来たことがあると答えた方の主な理由

・イベント（畜大祭、ダチョウサークル、うまぶ）
・卒業生（元学生） ・買い物、食事、カフェ利用
・講演会 ・試験（英検、模試） ・図書館利用
・大学見学、遠足 ・散歩

・フリーペーパー（しゅん、Chai、あんてな）
・その他（ポスター（保育所、病院）、学校配付チラシ
・インターネット（tonton、大学HP等）
・SNS（Facebook、twitter）



第７回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■畜大ふれあいフェスティバルの主な感想

● 楽しかった、勉強になった、また来たい（同意見多数）

● 寄生虫はなかなか見る機会がないので興味をそそった。

● ダチョウの羽根をもらえて嬉しかった。生で見てみたい。

● アイスがおいしかった。

● イヌの骨のパズルが面白かった。

● 畜大の人たちは皆聡明で素敵な人が多くて楽しかった。

● 野生動物の剥製の毛がすごかった。

● ストラップづくりが楽しかった。

● 動物が大好きな私にとって、とても楽しいイベントとなりました。子供も大人も楽しめるイベント
が15個も用意されていて楽しめました。このような企画を考えてくださりありがとうございました。

● ダチョウに興味がわいた。

● 大変ですが、これからもガンバって続けてください。

● 毎年家族で来ています。

● 時間をずらしてのブース開始は良かった。

● 畜大が帯広・十勝の住民に知ってもらう大変良い機会だと思います。
（地域に開かれた学校として）

● 大変良い。講演が素晴らしい。

● 小学生や小さな子がたくさん来ていて賑やかで良いと思う。

● 様々な実験がとても楽しく、とても勉強になりました。

● 化学の実験やウシのお医者さんが楽しかった。

● 年齢制限が多く、低年齢でも楽しめると嬉しいです。

● 牛乳がおいしかった。虫が気持ち悪かった。

● ここに来なければ「たのしい」は無かった。


