
第9回畜大ふれあい
フェスティバル
実施報告書



第９回畜大ふれあいフェスティバル実施概要
■事業名称 第９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 令和元年１２月１日（日） 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
「帯広畜産大学の取組み」
帯広畜産大学 理事・副学長 井上 昇

「食の安全のとらえ方－風評被害という被害」
帯広畜産大学 環境農学研究部門 助教 窪田 さと子

【畜大生によるミニミニ講演会】
学生４名による講演

【体験コーナー】
出展者：帯広畜産大学、帯広柏葉高校、帯広三条高校、士幌高校

帯広農業高校（物品の提供）
全１３ブースが出展

【試食コーナー】
出展者：帯広畜産大学（畜大牛乳、畜大アイス）

【展示コーナー】
出展者：帯広畜産大学、帯広柏葉高校
全６ブース

※各コーナーの詳細はチラシをご参照ください。

■来場者数 延べ６，４5４名※集計方法：各ブースで確認した来場者数の合算

■広報活動 ○雑誌・新聞・ラジオ等
広報おびひろ、十勝毎日新聞、北海道新聞、月刊chai、しゅん
週刊fit、公共施設等へのチラシ、ポスターの掲示、FM-JAGA

○インターネット
帯広畜産大学HP・帯広市HP

①マンドリンってなんだろ 348 ⑨色々な科学反応 253 ⑮進学相談 2

②ダチョウの卵殻 386 ⑨柏葉高校ポスター 408 ⑯野生生物と仲良く暮らす 300

③十勝の自然と触れ合おう 640 ⑩木で遊ぼう 387 ⑰エコーを使ってみよう 305

⑤いっしょに！乳しぼり 370 ⑪Ｏ・Ｗ・Ｌの森 369 ⑱動物のお医者さん体験 305

⑥畜大牛乳を味わおう！ 684 ⑫肥料の三要素 33 ⑲寄生虫を観察してみよう 407

⑦イヌの骨パズル 230 ⑬馬の毛ストラップ 366 ⑳DNAをとりだそう！ 103

⑧ちくだい博物館 378 ⑭基調講演・ミニ講座 150 ㉑水から学ぶふしぎ体験 30
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第９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 210（53％）

男性 174（44％）

無記入 11（ 3％）

■来場者の年齢構成

0～9才10代

30代

40代

20代
60代

0～9才 222(56％) 60代 13（3％）

30代 51 (13%) 50代 12（3％）

10代 36（9％） 70代 5（2％）

40代 36（9％） 80代 3（1％）

20代 13（3％） 無記入 4（1％）
■居住地

帯広 263(67％) 新得 2

音更 59（7％） 大樹 2

幕別 13（3％） 室蘭 2

芽室 12（3％） 川崎 2

釧路 6 旭川 1

中札内 5 厚岸 1

浦幌 4 函館 1

浦河 4 無記入 15（4%）

清水 3

■同行者

家族と 341（86％）

友達と 24（6％）

一人で 18（4％）

その他 6（1％）

イベント出展者 2（1％）

家族、友達と 1（1％）

無記入 3（1％）

帯広
音更

幕別
芽室

女性男性

家族と

一人で
友達と

有効アンケート数：395件



第９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 224（56％）

楽しかった 163（41％）

楽しくなかった 4（1％）

つまらなかった 1（1％）

無記入 3（1％）

■一番楽しかったブース（上位10ブース）

ブ ー ス 名 得票数

⑥畜大牛乳を味わおう！（うしぶ。・畜産フィールド科学センター） 59

⑱動物のお医者さん体験（松井教授） 36

⑦イヌの骨パズル（佐々木教授） 28

⑲寄生虫を観察してみよう！（原虫病研究センター） 28

⑤うしぶ。といっしょに！乳しぼり（うしぶ。） 26

⑯野生生物と仲良く暮らす方法（浅利特任講師） 24

⑳ＤＮＡを取りだそう（小嶋教授） 24

⑰エコーを使って見てみよう！（川島准教授） 22

①マンドリンってなんだろう（マンドリンサークル） 21

③十勝の自然と触れ合おう！（士幌高校） 19

⑧ちくだい博物館（えぞほね団） 19

⑨いろいろな化学反応を見てみよう・ポスター展示（柏葉高校） 19

とても
楽しかった

楽しかった

6 18 7       19       5       16      20      17      1      3,8,9（ブース番号）
全395票



第9回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■畜大や学生がどのようなことをしているかがわかったか

よくわかった 161（41％）

わかった 196（49％）

あまりわからなかった 22（6％）

全然わからなかった 4（1％）

無記入 12（3％）

■イベントに直すところはあるか

ない 329（83％）

ある 34（9％）

無記入 32（8％）

直すところがあると答えた方の意見
・人が多くて列の並びがわからない
・当日予約のブースが時間毎に区切られている事は
事前に知らせてほしい。

・アンケートとスタンプラリーの紙が取れやすかっ
た。

・座る場所がほしい。

ない

ある

わかった

よくわかった

■来年も畜大ふれあいフェスティバルに来てくれるか

来たい 259（65％）

ほかに予定がなければ来たい 121（31％）

あまり来たくない 6（1％）

もう来ない 1（1％）

無記入 8（2％）
来たい

ほかに予定
がなければ
来たい



第９回畜大ふれあいフェスティバル アンケート結果

■何からイベント等の情報を得るか（複数回答）

新聞 166

フリーペーパー 93

インターネット 28

SNS 13

その他 90

無記入 48
新聞

フリー
ペーパー

その他

インター
ネット

SNS

・フリーペーパー（しゅん、Chai、道新のフリーペーパー、など）
・インターネット（大学HP、など）
・SNS（Facebook、twitter、インスタグラム、など）
・その他（チラシ、ポスター、図書館、家族や知人から、学校・幼稚園・保育所で、

昨年も来た、など）



第９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

●普段たいけんできないことにふれて、子供たちがたのしそうだった。

●木のおもちゃで1時間遊びました！

●寄生虫ていねいに対応してもらい、こどももよろこんでました。

●アイスおいしかった！骨大きかった。

●並ぶ場所がイマイチわからないとこがあった。

●ＤＮＡ取り出して、折り紙も出来て良かった。

●犬のほねをつくるのがむずかしかったです。

●ぜりーのぶどうがみえてたのしい。

●初めて来たけど、まだまだいたいぐらい楽しかった。

●動物の骨などを勉強できて楽しかった。

●畜大に入りたいと思った。

●ダチョウのたまごのストラップをつくるのが楽しかった。

●あまり聞かない名前の楽器を体験できて楽しかったです。

●とても楽しかったです。大学の研究室も行ってみたいと思いました。

●思ったより沢山のブースがあっておどろきました。小さな子も楽しめてよかったです。

●スタッフの方も皆フレンドリーでとても楽しかったです。

●詳しく教えてくれてわかった 聞きやすかった 良い勉強になった

●牛乳おいしかったです。

●定期的に活動内容が分かり、また来年も来たい。

●初体験でした。とても良かったです。知らなかったことを学びました。学生さんの説明もわかりやす
くて良かったです。

●畜大商品を購入したかった。

●大人から子供まで楽しめる内容で良かった。

●とても楽しく参加できました。初めてでしたが見どころも多く、あっという間に時間が過ぎました。

●農業の事がわかってよかった。

●みなとても親切に説明してくれて、とても興味がわくものが多く、楽しかったです。

●楽しく勉強になりました。来年も楽しみにしています。





食を支え、くらしを守る。

国立大学法人帯広畜産大学
国際・地域連携課 地域連携係
電 話：0155-49-5776/5377
E-mail：syogai@obihiro.co.jp
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