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第60回⼾定祭によせて
園芸学部⻑・園芸学研究科⻑　松岡延浩

　COVID-19による2年間のブランクを経ましたが、
今年は⼾定祭を開催することができました。今年のテ
ーマはHarvestです。学⽣諸君、教職員は、ブランクの2
年の間も、着実に教育・研究を進めて、収穫できる実り
を作って参りました。学⽣諸君、卒業⽣、市⺠の皆さま、
教職員、皆で、その2年間に培われたHarvestを分かち
合って下さい。
　ここ5年位の間、⼾定祭実⾏委員会のメンバーが不
⾜して、⼾定祭⾃体が⻘息吐息の状態でした。さらに、
COVID-19による2年間のブランクが発⽣したため、
開催のノウハウが、先輩から後輩へ伝わらなくなってし
まうことも、私は⼼配しておりました。しかし、今年は実
⾏委員会メンバーも充実して、その⼼配も無⽤だった
ようです。
　ブランクの2年間で失われてしまった伝統もあるか
も知れませんが、これまでの伝統の上に、新たな伝統を
創造し、新たな⼾定祭が作り出されること期待します。

学部⻑挨拶
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「開催できなかった２年間＝植物を育む春夏」
と捉え、実りの季節である秋に催される⼾定祭を
これから収穫する成果であるとして

『Harvest』
と題しました。この2年越しに実った成果を、ご来場
の皆様と共に収穫できることを楽しみにしています

新型コロナウイルス感染症拡⼤防⽌のため、下記の点に
ご協⼒をお願い致します。
　・⼊場時の⼿指の消毒、検温の実施にご協⼒ください
　・飲⾷時を除き、常にマスクの着⽤にご協⼒ください
　・こまめな⼿洗い・⼿指の消毒にご協⼒ください
　・会場内では、周囲の⽅と⼀定の距離を保つこと
　　（「密」の回避）を意識してください
　・会場内の換気にご協⼒ください
　・飲⾷可能エリア以外での飲⾷はご遠慮ください

今年のテーマはHarvest！！

新型コロナウイルス対策
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⼾定祭実⾏委員会委員⻑　　⻘⼭ 怜未
　⼾定祭にお越しいただきありがとうございます！！
　はじめまして、今年度⼾定祭実⾏委員⻑の⻘⼭です。　
現在学部3年⽣の私ですが、実は⼊学してから⼾定祭を
経験したことがありません。⼊学時からコロナウイルスの
影響により、⼾定祭が開催されなかったからです。
　学部2年から松⼾キャンパスで過ごす園芸学部⽣にと
って、松⼾キャンパスの⽂化祭を経験する機会すらない
のは、おかしいと思い、副委員⻑を誘って⼾定祭実⾏委員
会・⼾定祭を復活させようとしたのが今年度の⼾定祭で
す。この思いに賛同し、集まってくれたメンバーは、インタ
ーンシップや留学など各々忙しい⽇々の合間を縫って準
備を進めてくれていました。
　例年通りとはいかない今年度の⼾定祭ですが、皆様に
楽しんでいただけると嬉しいです。

ご来場の皆様へ
・落とし物、迷⼦、その他トラブルなどへの対応は
 本部（緑⾵会館1階談話室）にて⾏っております。
・飲酒、喫煙はご遠慮ください。
・ごみはエコステーションまでお持ちください。
・ごみの分別、減量にご協⼒をお願いします。
・会場内には古い枝が落ちてくる可能性がある場所がありますの
でご注意ください。
・感染症対策へのご協⼒をお願いします。
☆何かありましたら⼾定祭スタッフ(緑のパーカー)
　にお申し付けください!

委員⻑挨拶



⼾定祭では、環境負荷軽減のためご来場の皆様、および出
展者の皆様にゴミを分別していただいております。
ゴミは会場内2カ所(F棟横、緑⾵会館前)に設置された
エコステーションまでお持ちください。
ゴミの分別に関して何かご不明な点がございましたら、
エコステーションにいる環境ISO学⽣委員会スタッフまで
お気軽にお声がけください。

５

ゴミはエコステーションへ！

ゴミの分別・減量にご協力お願いします
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飲⾷店の⾷べ物の容器として、分別して捨てられる
リ・リパックを導⼊しています。
下記の⼿順をご確認の上、分別にご協⼒をお願いします。

エコステーションマップ

リ・リパックの捨て⽅

緑⾵会館前

F棟横



７

キャンパスマップ



緑⾵会館1階

８

＠学⽣ホール
松⼾キャンパスに通う留学⽣の出⾝国を
ポスター展⺬で紹介！！⾔語や⽂化、社会問
題など知らなかったことを知れるかも？！松⼾にいながら世界を旅してみよ

う！
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内容 団体名 ページ エリア 概要

Harvest! food street（模擬店）

コーヒー販売 ゴリラを守る
コーヒー店 12 E棟2階

名前を⾒てハテナが⾶んでいる⽅も多いかもしれ
ませんが、「ゴリラハイランズコーヒー」のマウンテ
ンゴリラの保護や、コーヒー⽣産者のヘルスケアや
学校教育、経済的なサポートなどの取り組みを知
れば、トリコになるはず！会場では試飲ができます。
コーヒー⽚⼿にSDGsについて学びませんか？

スープカレー販売 植物病理学研究室 23
飲⾷
エリア

みなさんこんにちは！スープカレー屋「ほらげ」で
す！ 植物病理学研究室の学⽣を表したかのような
優しい味わいです。⼩さなお⼦様にも是⾮♡
【メニュー】トマト⾵味の優しいスープカレー・スー
パーボールすくい 
ご来店お待ちしています！ほらげの意味を当てた
⽅には素敵なプレゼントがあるかも！？

焼きそば販売 遺伝育種学研究室 23
飲⾷
エリア

皆さんこんにちは。園芸学科の遺伝育種学研究室
です。焼きそば屋を出店しています。ぜひいらして
ください。
研究展⺬も⾏っているのでそちらにもぜひ。

チョコバナナ
・リンゴ販売

果樹園芸学
研究グループ 23

飲⾷
エリア

チョコバナナ、リンゴの販売やってます！リンゴfrom
沼⽥農場！バナナは通販です。よろしくお願いいた
します。

さつまいも
スナック販売

援農お宝発掘隊 24
飲⾷
エリア

援農お宝発掘隊は、キャンパスの畑で収穫したサ
ツマイモを使った【できたてさつまいもスナック】
と、⾝体温まる【急須で淹れたほうじ茶】を提供し
ます！休憩にぜひ！！

唐揚げ・⼤学芋
販売

環境調節⼯学
研究室 24

飲⾷
エリア

環境調節⼯学研究室です!!私たちは植物⼯場に関
する展⺬と、から揚げ・⼤学芋の販売をします
(*^^*)お腹がすいてる⼈も、おなかいっぱいな⼈
も、ぜひぜひ遊びに来てください

野菜販売
園芸産業創発学

プログラム 24
飲⾷
エリア

園芸産業創発学プログラムです。
⽣産及び経営全般に精通したスペシャリストの育
成を⽬指したいプログラムです!
これまでの⾃分達がお世話になったインターンシ
ップ先の販売品を準備しました。ぜひお越しくださ
い!

野菜販売
焼き⿃
焼き芋

(みらくる代理)

蔬菜園芸学
研究室 24

飲⾷
エリア

松⼾キャンパスのBIGBOSS軍団
⽇本の農業は俺らが守る！最⾼の野菜準備してお
待ちしてます！

企画・出展⼀覧



展⺬・研究発表

⼤昆⾍展 応⽤昆⾍学研究
室 １９

E棟2階
第2演習

室

昆⾍類の研究を⾏う私たち「応⽤昆⾍学研究室」メ
ンバーによる昆⾍展です。標本・⽣体の展⺬と、昆
⾍クイズの設置を⾏います。ぜひ遊びに来てくだ
さい！

リンゴのポスター展⺬ 果樹園芸学研究
グループ 19 D棟1階

112

「リンゴ」をテーマにしたポスター展⺬と冊⼦配布
を⾏います。秋に旬を迎えるリンゴの様々な品種や
⾖知識、レシピなど楽しめる情報が盛りだくさんで
す！

合同研究室展⺬ ー １９ E棟2階
205

７つの研究室による合同パネル展⺬です。
⾷と緑の最先端に、ご招待！！！

花販売 花卉園芸学研究室 21、22 販売
エリア

千葉⼤花の研究室"花卉研"が⼤学祭で花屋を出店します！
研究室で育てた苗や切り花に加え、多⾁植物や珍しい植
物などを多数販売する予定です。さらに、毎年ご好評をい
ただいていた球根の詰め放題も⾏います！また、ハーバリ
ウムやドライフラワーブーケ作りなどの体験コーナーも準
備中です。お待ちしてます！

さつまいも販売 ⽣物環境気象学
研究グループ 21、22 販売

エリア

⽣物環境気象学研究グループです。私たちはキャンパス
で育てたサツマイモの販売をおこないます。学⽣が⼼を
込めて育てたサツマイモを是⾮お買い求めください。

飲み物販売 園芸バレーボール
サークル 21、22 販売

エリア

松⼾キャンパスで活動しているバレーボールサー
クル、園芸バレーボール部が美味しい飲み物を販
売します！！ぜひお越しください！！！

さつまいも販売 作物学研究室 21、22 販売
エリア

無農薬、無化学肥料、さらにソーラーパネルの下で太陽光
発電しながら栽培した、とっても地球に優しすぎるサツマ
イモ（べにあずま）を売ってます。ぜひこの未来の農業で
作ったサツマイモをお試しください。

歴史庭訪ツアー 環境植栽学研究室 21、22 販売
エリア

学園祭にありそうでない、庭園探訪ツアー開催！松
⼾キャンパス内にある３つの庭園（フランス式庭
園・イギリス⾵景式庭園・イタリア式庭園）を学⽣
の解説付きでご案内します。２０２２年１１⽉５∼６
⽇に１⽇２回、１１時と１４時開始です。
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Harvest! shop street（販売店）

内容 団体名 ページ エリア 概要



    

内容 団体名 ページ エリア 概要

体験・参加企画

委員会企画 実⾏委員会
12∼14、

20

E棟206
または

緑⾵会館前

葉っぱクイズ、たねダンゴづくり、カラフル葉脈
作り、野菜スタンプの４つの企画を⾏います！
どれも園芸学部らしい植物に関連した企画とな
っています。ぜひ会場に⾜をお運びください！！

千葉⼤学オープンデイ
※6⽇（⽇）のみ ⼊試課 12 E棟2階

合同講義室

千葉⼤学受験を考えている⽅へ、パンフレット
だけでは知りえない各学部の研究紹介と特⾊
ある教育プログラムを紹介しています。

アコースティックライブ
MMC

(松⼾ミュージッ
クサークル)

17 イギリス式
庭園

みどりに囲まれたイギリス式庭園の特別なステ
ージで⾏われるアコースティック・ライブ。⼤き
なクスの⽊の下にお集まりください。

ワークショップ ⾵景計画研究室 20 体験販売

捨てられるはずの古布が、街を彩り、癒しを与
え、⽣き物の拠り所となる⾵呂敷プランターに
⽣まれ変わります。完成した⾵呂敷プランター
には、⽇本の夏を知らせる在来種の多年草を植
栽。古布を再資源化し、新たな価値を⽣み出す
アップサイクルを体験することができます。あ
なたも⼩さなSDGsの取り組みを、始めてみま
せんか。　　　　　　　　　　　※⾬天中⽌

チップ配布 ４パーミル
＠まつど 20 体験販売

4パーミルイニシアチブをご存知ですか？⼟壌
中の炭素量を年間0.4%(4/1000)増やすこと
で、地球温暖化の原因となる⼤気中のCO₂排出
量を実質ゼロにする取り組みです。「4パーミル
まつど」では園芸学部で出る炭素廃棄物を堆肥
やチップにしました！⼾定祭当⽇、これらを無料
配布します。堆肥やチップを⼟壌に撒き、皆さん
も地球温暖化対策に貢献しましょう！
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P.19
P.19

E棟２階

6⽇（⽇）9:30∼17:00
メイン会場（⻄千葉）
と⼀部LIVE中継

AM：各学部の研究紹介
PM:教育プログラム紹介

D棟1階
P.19

P.１3∼１4



@緑⾵会館前テント
10:00∼、30分ごとに受付！！

 

⼟と肥料で作っただんごに
花の種をつける体験

家に持ち帰ってもよし！
そのまま⼤学で植えてもよし！

簡単にお花を育てることができる!
 
 

たねだんご作り
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委員会企画委員会企画����紹介紹介

亥⿐・⻄千葉・松⼾
３キャンパス

紹介動画放映中！
＠学⽣ホール

10:00∼16：00（受付）

千葉⼤クイズに答えて
スタンプを集めて景品をGET！

→詳細・台紙は別紙参照
 

　：スタンプラリーポイント

スタンプラリー
"秋の味覚を収穫しよう！"

開催中！！



葉っぱクイズ
@E棟２06

葉っぱの特徴をとらえて
名前を⾔えるようになろう

 

⽬指せ！葉っぱマスター！！

10：00∼
11：00∼
12：00∼
13：00∼

14：00∼
15：00∼
16：00∼

※各回5分前には
お集まりください

@E棟２06
随時受付中！！

野菜の断⾯を組み合わせて
⾃分だけの絵を作ろう！

ペンやクレヨンでカラフルな絵
を書き⾜すこともできます!

野菜スタンプ

＠E棟２06
随時受付中！

 

普段は⾒えづらい「葉脈」を
観察して⾊を付けよう！

観察したものはお⼟産に！

カラフル葉脈作り♪
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E棟

緑⾵会館

葉っぱクイズ

※E棟内マップ
p.１３参照

学⽣ホール



１０：３０∼１１：００（〇×クイズ⼤会）
１２：３０∼１３：００（〇×クイズ⼤会）
１４：３０∼１５：００（〇×クイズ⼤会）

10：３０∼１1：００（〇×クイズ⼤会）
11：３０∼１２：００（ビンゴ⼤会）
13：３０∼１４：００（〇×クイズ⼤会）

5⽇（⼟）

6⽇（⽇）

※イベント開始15分前から受付開始
※各回先着40⼈まで参加可
※参加費無料

メインステージ企画紹介メインステージ企画紹介
∼Enjoy Harvest Gift∼

千葉⼤学や園芸学部にまつわる〇×クイズを出題！
優勝して、豪華景品をGetしよう！

2⽇⽬には、ビンゴ⼤会も開催します！！（＠体育館）
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参加者全員に

⼾定祭で使える

100円券プレゼ
ント！

優勝者には
豪華景品が…⁉



Music
ZOO

 Harvest FesCUK

UBOjCHOR

MMC

⽇時：�11⽉5⽇、6⽇
�9:00�~�16:30
場所：千葉⼤学松⼾キャンパス
緑のテラス前

出演

CUK UBOJCHOR ZOO MMC
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バンドステージ
：緑のテラス前

バンドステージ紹介バンドステージ紹介
松⼾・⻄千葉の4つのバンドサークルが⼤集結！！
全25組が出演する、⾳楽好き必⾒のステージ

"Music Harvest Fes"
ぜひお⽴ち寄りください♪（@緑のテラス前）

メインステージ
：体育館



E棟1階102
E棟1階１０３
学⽣ホール
テラス
グラウンドベンチ

　　：エコステーション

※他エリアでのご飲⾷は、ご遠慮ください。
※ご飲⾷後のごみは、分別してエコステーションに！！

飲⾷可能エリア

17

イギリス式庭園 園芸学部⾃慢の庭園で
写真撮影やライブ♪



出展⼀覧マップ

販売エリア
→p2１･2２へ

出展⼀覧マップ

体験販売エリア
→p20へ

飲⾷エリア→p23･24へ



蔬菜園芸学研究室 遺伝育種学研究室

緑地環境管理学研究室 分⼦⽣体機能学

⼟壌学研究室 植物病学

緑地福祉学研究室

合同研究室展⺬・展⺬研究室⼀覧　→E棟2階205
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出展

（研究室展⺬）

→E棟２階第⼆演習室→D棟1階112

企画展⺬

D棟

E棟
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�出展

（体験販売）

※⾬天中⽌
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出展（販売エリア） ∼



Harvest！�shop�street∼



出展（飲⾷エリア）

※ご飲⾷は必ず既定の飲⾷可能エリアで
お願いします！！（P.17参照）
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∼
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Harvest！�food�street∼



園芸学部って何してるの？園芸学部って何してるの？

園芸学部⽣あるある(!?)のこの質問に、
各学科の学⽣⽬線でお答えします！

 

応⽤⽣命化学科　ー通称おうせいー
⽩⾐を着て実験室で、遺伝⼦や⾷品の実験をたく
さん⾏います。たくさんの実験装置を使って実験を
するため、⽣命の営みに、とても詳しくなれます。
⻄千葉と松⼾、それぞれのキャンパスに研究室が
あり、どちらで研究をするかを選べます。
園芸学部で⼀番インテリっぽいことをします！！

園芸学部学科紹介

園芸学科　ー通称えんえんー
1番農学部っぽいことをするのが園芸学科！
2年⽣は週⼀回、柏の葉で農場実習があり、
蔬菜、果樹、花卉の実習を各週で⾏います
野菜や果物のお⼟産があることも多く、⼀⼈暮らし
の学⽣には嬉しいポイント！
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緑地環境学科　ー通称りょっかんー
「環境」、「緑」を中⼼に学びます! 
2年⽣後期から3つのコースに分かれ、⼀番⼈数の
多い「環境造園コース」ではランドスケープデザイ
ンを実習を通して学び、模型の作成や作図を⾏い、
楽しみながら本格的にデザインを⾏っていきます!

⾷料資源経済学科　ー通称しょくしー
農学と経済学、どちらも学びます！農場実習をしたり、
法政経学部の⼀部科⽬を専⾨科⽬としてとったりと、
⽂理の枠を越えた専⾨領域の幅広さが特徴的。
研究領域は多岐にわたり、農学と経済学、２つの軸を
もって社会を⾒渡すと、そこには新しい発⾒が…⁉

実は…国⽴⼤学では、
唯⼀の激レア学部！！

千葉⼤学公式マスコット

マツ
顔のかたちは、
松⼾キャンパス。
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第60回⼾定祭の開催にあたり、皆様より、多⼤なご協⼒
を賜りました。皆様からの温かいご⽀援、⼼から感謝申し
上げますと共に、ご報告とさせていただきます。今後とも
園芸学部⽣の活動に、ご声援いただけますと幸いです。

第60回⼾定祭実⾏委員会
27

千葉⼤学園芸学部及び⼾定祭は地域の皆様に⽀えられています
 

安藤⾖腐店、おこめと笑顔の店 ハラダ
オートバンク松⼾、カトウパン、カフェドカオリ
⽊屋、サイクルショップかわい、⼾定そば幸

とみい、ファミリーマート柿の⽊店、プラーレ松⼾
ブーランジェリー・ラ・マシア

協賛御礼

Special�Thanks
⼾定祭にご来場いただいた皆様
スポンサーの皆様
テント貸し出しにご協⼒いただいた学校の皆様
ポスター・チラシの掲載にご協⼒いただいた皆様
⼾定会の皆様
⼾定祭出展者の皆様
園芸学部学務の皆様
園芸学部教職員の皆様
千葉⼤祭実⾏委員会の皆様
亥⿐祭実⾏委員会の皆様
松⼾・柏の葉地区環境ISO学⽣委員会の皆様

（敬称略、50⾳順）
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