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平成 30 年度 地域連携活動 
⽇時 場所 ⾏事名 出席教員等 

2018/4/1 岡⼭⼤学 ⼤國家⽂書調査 柳川真由美講師 
2018/4/1 啓⽂社新浜店 選書棚の設置（企画・運営） 阿部 純講師 

2018/4/1 Ｒｉｍふくやま 備後圏域発達⽀援研究会(会議) 
⽇ 下 部 典 ⼦ 教 授
他 

2018/4/1 
広島県東部運転免許セン
ター他 

広島県安全運転管理協議会(講演) ⼭崎理央准教授 

2018/4/1 福⼭市⼩中学校 巡回指導員活動 ⽇下部典⼦教授 
2018/4/1 福⼭市医師会館 福⼭・府中地域保健対策協議会 ⽇下部典⼦教授 
2018/4/1 福⼭市保健センター 福⼭市障がい者地域⾃⽴⽀援協議会 ⽇下部典⼦教授 
2018/4/1 福⼭市すこやかセンター ⺟⼦事業発達相談(相談員) ⽇下部典⼦教授 

2018/4/9 
広島県⽴福⼭⼯業⾼等学
校 

⼊学式来賓 三⾕康夫教授 

2018/4/12 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース⾯接審査 ⾜⽴浩⼀教授 
2018/4/13 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/4/16 福⼭⼤学 (公財)中国地域創造研究センター(会議) 都祭弘幸教授他 
2018/4/16 重井⼩学校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/4/16 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース書類審査 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/4/19 尾道市⺠病院 尾三地区医療スタッフ勉強会 
久 保 ⽥ み ど り 准
教授 

2018/4/20 福⼭市役所 
平成 30 年度 第 1 回 廃棄物減量等推進審議会（委
員⻑） 

鶴崎健⼀教授 

2018/4/21 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 
2018/4/21 塩尻市レザンホール ブドウ×⾵⼟×ひと≒「新⽇本ワイン物語」(講師) 吉﨑隆之准教授 

2018/4/21 松永はきもの資料館 
松永はきもの資料館⾒学（「松永に学ぶ産業と⽂化」
の⼀環） 

鶴崎健⼀教授 

2018/4/25 福⼭市役所 第１回 福⼭市地球温暖化対策実⾏計画協議会 ⼭⽥明准教授 
2018/4/25 福⼭市役所 福⼭市都市ブランド戦略推進協議会 阿部 純講師 
2018/4/27 福⼭市役所 備後圏域連携中枢都市圏研修会 中村雅樹助教 

2018/4/29 
広島県⽴⼤学サテライト
キャンパス 

広島県管理栄養⼠養成機関連絡協議会 
久 保 ⽥ み ど り 准
教授 他 

2018/4/30 府中市上下町商店街 府中市上下端午の節句祭(会議) ⼩林正和教授 
2018/4/30 福⼭⼤学 第 12 回⾼校⽣ CM コンテスト 2017 中嶋健明教授 他
2018/5/1 福⼭バラ公園 備後福⼭ワイン振興協議会設⽴セレモニー ⼭本 覚教授 他
2018/5/1 福⼭⼤学 24 号館 交通安⼼プロジェクトミーティング 平 伸⼆教授 他
2018/5/3 福⼭市ものづくり交流館 ロボカップジュニアせとうちオープン⼤会（運営） ⾹川直⼰教授 
2018/5/4 福⼭市ものづくり交流館 GAIA EXPO 2018(講義) ⾹川直⼰教授 
2018/5/5 福⼭市ものづくり交流館 GAIA EXPO 2018(審査員) 前⽥吉広講師 

2018/5/10 尾道市役所 平成 30 年度第 1 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 
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2018/5/11 神辺本陣 広島県重要⽂化財神辺本陣調査（受託研究） 柳川真由美講師 
2018/5/11 福⼭⼤学⼯学部 福⼭市校⻑会（⼾⼿⼩校⻑他），防災講演会打合せ 仲嶋 ⼀教授 
2018/5/11 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/5/12 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 
2018/5/12 因島フラワーセンター 除⾍菊まつり ⾼⽥浩⼆教授 

2018/5/12 ㈱ハローズ本部 
平成 30 年度ハローズ財団奨学⽣選考委員会（委員
⻑） 

⼩林正和教授 

2018/5/15 内海⽣物資源研究所 尾道市⽴因北中学校 総合的な学習の時間 
阪 本 憲 司 准 教 授
他 

2018/5/15 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/5/15 神⽯⾼原町役場 神⽯⾼原町チャレンジ基⾦理事会 ⼩林正和教授 
2018/5/15 因北中学校 総合的な学習〜磯の⽣き物観察〜 阪本憲司准教授 

2018/5/18 岡⼭⼤学 
平成３０年度中国地域産学官連携コンソーシアム運
営会議 

中村雅樹助教 

2018/5/19 福⼭市緑町公園 福⼭ばら祭り「HAPPY PHOTO サービス」(出展) 中道上准教授 

2018/5/22 宮地茂記念館 
協働事業「社会⼈基礎⼒育成プログラム」キックオフ
勉強会① 

前⽥吉広講師 

2018/5/22 福⼭市ものづくり交流館 福⼭市創造活動推進委員会会議 ⾹川直⼰教授 

2018/5/22 
福⼭ニューキャッスルホ
テル 

福⼭⼤学孔⼦学院創⽴⼗周年記念式典（講演） 早川達⼆教授 

2018/5/24 向島こども図書館 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/5/25 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ合同企業説明会 津⽥将⾏講師 他
2018/5/25 因島⼤浜公⺠館 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/5/26 府中市⽂化センター 6 ⼤学エクステンション連携会議及び連携講座 都祭弘幸教授 他

2018/5/26 ⿅児島 
JCI アジア太平洋会議「HAPPY PHOTO サービス」
(出展) 

中道上准教授 

2018/5/26 特別⽀援校しまなみ分校 運動会来賓参加 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/5/28 今津会館 松永ロータリークラブ例会(講話) 前⽥吉広講師 
2018/5/29 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/1 福⼭⼤学⼯学部 タクシー事故情報データの定量解析(共同通信取材) 関⽥隆⼀准教授 
2018/6/3 広島県びんご運動公園 2018 年度広島県東部地区親善球技⼤会 野⽥光太郎講師 
2018/6/5 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/5 福⼭⼤学 ものづくり⼤学（福⼭市産業振興課） 都祭弘幸教授 他

2018/6/7 福⼭市保健所 
平成 30 年度第１回ふくやま健康⾷育市⺠会議（フク
イク２１） 

杉原成美教授 

2018/6/8 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/6/10 福⼭商⼯会議所 ⽇商簿記検定試験(講義（委員）) ⼩林正和教授 
2018/6/11 福⼭市役所 備後地場産センター評議会 都祭弘幸教授 
2018/6/12 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/12 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2018/6/12 福⼭市⽴誠之中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
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2018/6/14 
福⼭ニューキャッスルホ
テル 

広島県商⼯会連合会⻘年部⼤会審査会 ⼩林正和教授 

2018/6/15 県⽴福⼭誠之館⾼等学校 ⾼校訪問 中村博准教授 他
2018/6/15 ハロディー中ノ庄店 ⽣徒指導 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/15 福⼭⼤学⼯学部 広島県警共同研究打合せ 仲嶋 ⼀教授 

2018/6/16 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 夏の独⾃勉強会 ⾹川直⼰教授 他

2018/6/16 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 
2018/6/16 地場産業会館 ⽣命⼯学部公開授業 秦野琢之教授 他
2018/6/19 重井⼩学校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/22 県⽴福⼭明王台⾼等学校 ⾼校訪問 中村博准教授 他
2018/6/22 県⽴福⼭葦陽⾼等学校 ⾼校訪問 中村博准教授 他
2018/6/23 東村町 かしわ餅作り交流会 菊⽥安⾄教授 他

2018/6/23 宮地茂記念館 
市⺠フォーラム ⾷と健康のライフサイエンス（第 1
回） 

⼭本英⼆教授 他

2018/6/25 
まなびの館ローズコム福
⼭ 

福⼭市都市再⽣協議会 萩野覚教授 

2018/6/26 城北中学校 喫煙防⽌教育講演 鶴崎健⼀教授 
2018/6/26 特別⽀援校しまなみ分校 来所講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/27 福⼭市役所 福⼭市防災会議 宮内克之教授 
2018/6/27 福⼭市ものづくり交流館 福⼭⼤学研究成果発表会 全学⾏事 
2018/6/28 向島認定こども園 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/29 因島南認定こども園 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/6/29 因北中学校 総合的な学習〜ふるさとの⾃然〜 阪本憲司准教授 
2018/6/29 福⼭市⽴神辺⻄中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2018/7/1 本郷川河川敷 本郷川夏季⼀⻫清掃 久冨泰資教授 他
2018/7/1 福⼭市ものづくり交流館 ロボカップジュニア福⼭体験会 ⾹川直⼰教授 
2018/7/2 重井⼩学校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/7/4 向島認定こども園 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/7/5 向島こども図書館 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 

2018/7/10 宮地茂記念館 
協働事業「社会⼈基礎⼒育成プログラム」キックオフ
勉強会② 

前⽥吉広講師 

2018/7/10 向島認定こども園 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/7/13 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/7/17 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/7/19 向島認定こども園 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/7/21 府中市⽴府中学園 府中とうろう祭り in 府中学園 ⾹川直⼰教授 他
2018/7/22 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース壮⾏会 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/7/23 福⼭市保健所 
平成 30 年度第 1 回ふくやま健康⾷育市⺠会議部会会
議（第 1 部会〜第 5 部会） 

杉原成美教授 

2018/7/23 フクイク２１メール会議 平成 30 年度フクイク２１メール会議第１〜１１回 杉原成美教授 
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2018/7/24 
広島県⽴尾道特別⽀援学
校 

校内研究会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/7/24 福⼭市ものづくり交流館 
びんご圏域活性化戦略会議地域経済活性化研究部会 
ものづくりワーキング 

⾹川直⼰教授 

2018/7/27 福⼭⼤学⼯学部 府中市⽴明郷中学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 他

2018/7/28 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 試⾛会Ⅰ ⾹川直⼰教授 他

2018/7/30 
岡⼭県吉備中央町総合教
育センター 

⼈権教育セミナー ⼩林正和教授 

2018/7/31 広島県⽴広島産業会館 
美術・デザイン・クリエイティブ・ものづくり系作品
展⽰＋進学相談会 

中嶋健明教授 他

2018/8/2 福⼭ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第１回役員会 ⼭本覚教授 他 
2018/8/4 東京ビッグサイト Maker Faire Tokyo 2018 ⼭之上卓教授 
2018/8/4 向島あおぎり 来所講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/8/4 福⼭市ものづくり交流館 夏休みものづくりフェスタ ⾹川直⼰教授 
2018/8/7 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事前研修 津⽥将⾏講師 他

2018/8/7 福⼭⼤学 夏休みこども建築模型教室 
佐 々 ⽊ 伸 ⼦ 准 教
授 他 

2018/8/8 
備後地域を中⼼とする企
業 

BINGO OPEN インターンシップ 津⽥将⾏講師 他

2018/8/8 福⼭⼤学薬学部 第 24 回 広島びんごフィジカルアセスメント研究会 杉原成美教授 他
2018/8/8 福⼭⼤学 福⼭市・福⼭⼤学連絡協議会 中村雅樹助教 

2018/8/9 福⼭⼤学 
免許状更新講習（英語学習を「認知」の⽴場から考え
る：英語コアカリキュラムとの関係で） 

中尾佳⾏教授 他

2018/8/10 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/8/12 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 
2018/8/17 笠岡市役所 平成 30 年度笠岡市施策評価委員会 ⼩林正和教授 

2018/8/18 
7 号館 2 階プロジェクト
ラウンジ 

ドリームマップ夏イベント 2018 前⽥吉広講師 

2018/8/20 
三原市⼤和町果実の森観
光農園 

広島県⻘年中央会 婚活イベント ⼩林正和教授 他

2018/8/20 福⼭市保健所 
平成 30 年度第 2 回ふくやま健康⾷育市⺠会議（フク
イク２１） 

杉原成美教授 

2018/8/20 松永ロータリークラブ 例会 宮内克之教授 
2018/8/23 福⼭⼤学⼯学部 チャレンジウィーク福⼭（⼤成館中学校） ⾹川直⼰教授 

2018/8/24 
広島県⽴尾道特別⽀援学
校 

校内研究会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/8/25 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン中四国地区 試⾛会Ⅱ ⾹川直⼰教授 他

2018/8/25 
上豊松コミュニティーセ
ンター 

協働事業「社会⼈基礎⼒育成プログラム」キックオフ
勉強会③ 

前⽥吉広講師 
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2018/8/28 
岡⼭県美作県⺠局真庭地
域事務所 

⼈権講演 ⼩林正和教授 

2018/8/29 ローズアリーナ（福⼭市） クラハシ展⽰商談会 2018 有瀧真⼈教授 
2018/8/29 福⼭市役所 ⽂化財保護審議委員会 柳川真由美講師 

2018/8/31 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

さくらサイエンスプラン企業交流会 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/1 向島あおぎり 来所講話 ⾼⽥浩⼆教授 

2018/9/5 
岡⼭県美作県⺠局勝央地
域事務所 

⼈権講演 ⼩林正和教授 

2018/9/8 
福⼭⼤学マリンバイオセ
ンター 

ET ロボコン中四国地区 モデル審査合宿 ⾹川直⼰教授 他

2018/9/8 
尾道市⺠センターむかい
しま 

第６５回尾道市⼦ども科学展 沖俊任准教授  

2018/9/8 府中市教育委員会 府中市教育⽀援委員会 ⽇下部典⼦教授 

2018/9/10 内海⽣物資源研究所 
尾道市環境学習推進事業ふるさと海辺教室 尾道市
⽴⼭波⼩学校 

南卓志教授 他 

2018/9/11 ホテル鴎⾵亭 鞆の浦ロータリークラブ例会 前⽥吉広講師 

2018/9/13 
岡⼭県備中県⺠局⾼梁地
域事務所 

⼈権講演 ⼩林正和教授 

2018/9/13 JA 松永 GC ひろしま地域⾷材 PR 促進事業・⽣産者との交流会 ⻄彰⼦准教授 他
2018/9/14 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/9/14 読売新聞社 読売教育賞の審査会 ⼩原友⾏教授 
2018/9/18 重井⼩学校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/9/20 福⼭⼤学 BINGO OPEN インターンシップ事後研修 津⽥将⾏講師 他
2018/9/21 広島⼤学 ⼯学部 モデルベース開発プロセス研修 ⾹川直⼰教授 他
2018/9/22 井原駅前 井原市プロジェクションマッピング予⾏演習 ⾹川直⼰教授 

2018/9/22 
少年サポートセンターふ
くやま 

思春期セミナー 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/9/22 福⼭⼤学⼯学部 福⼭市今津学区こども会「福⼤へ⾏こう！」 ⾹川直⼰教授 
2018/9/25 福⼭市役所 第２回 福⼭市地球温暖化対策実⾏計画協議会 ⼭⽥明准教授 
2018/9/26 因島キャンパス 如⽔館中学 課外授業 有瀧真⼈教授 
2018/9/26 神村公⺠館 第 5 回神村歴史散策ウオーク実⾏委員会 杉原成美教授 
2018/9/26 福⼭市役所 福⼭市⼤規模⼩売店舗審査委員会 三⾕康夫教授 
2018/9/26 笠岡市役所 平成 30 年度笠岡市施策評価報告書 市⻑答申 ⼩林正和教授 
2018/9/26 向島認定こども園 ライブ講話 ⾼⽥浩⼆教授 

2018/9/29 尾道グリーンヒルホテル 
⽇本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度対象研
修会 

杉原成美教授 

2018/9/29 並⽊学院⾼等学校 職業別体験授業 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/10/1 
福⼭ SA 下り フードコ
ート 

第 8 回⾼校⽣アイデアどんぶり選⼿権 
⽯ 井 ⾹ 代 ⼦ 教 授
他 
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2018/10/1 
福⼭市役所 7 階産業振興
課 

ものづくり⼤学特別記念講演会打合せ ⾹川直⼰教授 

2018/10/2 三吉コミュニティー 防災講演 仲嶋 ⼀教授 
2018/10/3 三原市中央公⺠館 福⼭⼤学公開講座 ⼩原友⾏教授 

2018/10/4 
広島県⽴尾道特別⽀援学
校 

校内研究会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/10/4 重井⼩学校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 

2018/10/4 
福⼭市役所本庁舎 3 階⼩
会議室 

びんご圏域活性化戦略会議地域経済活性化研究部会 ⾹川直⼰教授 

2018/10/6 ビックローズ（福⼭市） 健康ふくやま 21 フェスティバル 2018 杉原成美教授 
2018/10/6 ビックローズ（福⼭市） 健康ふくやま 21 フェスティバル 2018 杉原成美教授 他

2018/10/6 
神⽯⾼原町下豊松鶴岡⼋
幡神社 

下豊松鶴岡⼋幡神社秋季⼤祭への参加 ⼩林正和教授  

2018/10/6 向島あおぎり 来所講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/10/6 福⼭⼤学 福⼭⼤学公開講座 ⼩原友⾏教授 
2018/10/12 福⼭⼤学 新産業創出研究会公募打ち合わせ 菅原 聡准教授 
2018/10/12 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/10/13 福⼭⼤学（三蔵祭） N たま 焼き芋販売会 菊⽥安⾄教授 他

2018/10/13 福⼭⼤学（三蔵祭） 
ひろしま地域⾷材 PR 促進事業・レシピ開発スイー
ツ試⾷会 

⻄彰⼦准教授 他

2018/10/13 福⼭⼤学⼯学部 ロボカップジュニア広島ブロック三蔵カップ ⾹川直⼰教授 
2018/10/15 福⼭⼤学⼯学部 福⼭市⽴東村⼩学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 他
2018/10/15 笠岡市役所 平成 30 年度笠岡市創⽣総合戦略懇談会 ⼩林正和教授 

2018/10/16 福⼭⼤学 銀河学院⾼校⼤学⾒学会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/10/17 三原市中央公⺠館 福⼭⼤学公開講座（市⺠対象） 広瀬雅⼀講師 
2018/10/19 草津市⽴市⺠交流プラザ 平成 30 年度近畿乳児福祉協議会 栄養⼠部会研修会 ⻄彰⼦准教授 他
2018/10/20 向島あおぎり 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/10/20 福⼭⼤学 1 号館 福⼭⼤学公開講座（市⺠対象） 広瀬雅⼀講師 
2018/10/20 芦⽥川⾒る視る館他 芦⽥川⾒学ツアー（ふくやま環境⼤学⾏事に同⾏） 鶴崎健⼀教授 
2018/10/22 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 

2018/10/23 
福⼭⼤学・福⼭平成⼤学 
学⽣⾷堂 

第 8 回⾼校⽣アイデアどんぶり選⼿権 
⽯ 井 ⾹ 代 ⼦ 教 授
他 

2018/10/24 三原市中央公⺠館中講堂 
福⼭⼤学公開講座(⾥⼭・⾥海関連産業と海外市場へ
のアクセスについて) 

劉 曙麗講師 

2018/10/25 
福⼭市男⼥共同参画セン
ター 

イコール福⼭講座 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/10/26 井原駅前 井原市プロジェクションマッピング予⾏演習 ⾹川直⼰教授 

2018/10/26 
広島県⽴尾道特別⽀援学
校 

校内研究会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 
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2018/10/27 
少年サポートセンターふ
くやま 

思春期セミナー 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/10/27 
福⼭市園芸センター（福
⼭市園芸祭） 

ひろしま地域⾷材 PR 促進事業・レシピ開発スイー
ツ試⾷会 

⻄彰⼦准教授 他

2018/10/27 ⽇本新聞協会 新聞コンクールの審査会委員⻑ ⼩原友⾏教授 

2018/10/27 
福⼭⼤学 1 号館 01101 ⼤
講義室 

福⼭⼤学公開講座(⾥⼭・⾥海関連産業と海外市場へ
のアクセスについて) 

劉 曙麗講師 

2018/10/29 広島県⽴歴史⺠俗資料館 広島県博物館協議会会⻑ ⼩原友⾏教授 

2018/11/2 
広島県⺠⽂化センターふ
くやま 

パネルディスカッション ⾹川直⼰教授 

2018/11/4 台湾台北市の崋⼭ 1914 Maker Faire Taipei 2018 ⼭之上卓教授 

2018/11/4 
株式会社ファイブワンガ
ーデンハイツ秀 

介護ロボット展⽰会 伍賀正典准教授 

2018/11/5 福⼭市役所 福⼭防災⼤学 宮内克之教授 
2018/11/8 井原市役所 平成 30 年度井原市⾏政改⾰審議会 ⼩林正和教授 

2018/11/8 尾道市役所 平成 30 年度第 2 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/11/9 
島根県雲南市⽊次経済⽂
化会館 

⼈権講演 ⼩林正和教授 

2018/11/9 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2018/11/11 ふくやまふれ愛ランド ふれ愛ランドまつり２０１８ ⽥中聡准教授 
2018/11/13 内海⽣物資源研究所 尾道中学校 職場体験 有瀧真⼈教授 他

2018/11/17 神辺本陣 
「絵図と記録に⾒る神辺本陣の今・昔」（イベント「歴
史⽂化を⽣かしたまちづくり」の⼀環） 

柳川真由美講師 

2018/11/17 福⼭⼤学 
2018 年度第 16 回 広島県⾼校⽣英語スピーチコンテ
スト（審査委員⻑） 

中尾佳⾏教授 

2018/11/17 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 

2018/11/17 
広島県⽴尾道特別⽀援学
校 

公開研究会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/11/17 福⼭市ものづくり交流館 じばさんフェア２０１８ 
⼯学部・⽣命⼯学
部 

2018/11/17 宮地茂記念館 
市⺠フォーラム ⾷と健康のライフサイエンス（第 2
回） 

⼭本英⼆教授 他

2018/11/18 三原リージョンプラザ 三原市美術展覧会審査員＆作品展⽰（短編映画上映） 中嶋健明教授 
2018/11/18 神村学区 第 5 回神村歴史散策ウオーク⼤会 杉原成美教授 他
2018/11/20 福⼭⼤学 実践地域防災学 打合せ 宮内克之教授 

2018/11/21 福⼭⼤学薬学部 
⽇本薬剤師研修センター認定研修会（第 25, 26 回 広
島びんごフィジカルアセスメント研究会 ） 

杉原成美教授 他

2018/11/21 福⼭市ものづくり交流館 第 6 回 FUKUYAMA CLOUD LIVE ⾹川直⼰教授 他
2018/11/22 広島県歴史博物館 広島県博物館協議会会⻑ ⼩原友⾏教授 

2018/11/24 
福⼭市⽴今津⼩学校 体
育館 

第３０回まつながみんなで⽣きよう考えよう（虹の
会） 

早川達⼆教授 



8 
 

2018/11/25 井原駅前 第 15 回ミナクルネ点灯式 ⾹川直⼰教授 
2018/11/25 福⼭⼤学宮地記念館 第 4 回健康サポートフェスティバル 杉原成美教授 他

2018/11/27 
甲⽥⽂化センター，広島
県運転免許センター 

安全運転管理者等法定講習 宮崎由樹講師 

2018/11/30 福⼭市役所 平成 30 年度 第 2 回 廃棄物減量等推進審議会 鶴崎健⼀教授 
2018/12/1 福⼭⼤学宮地茂記念館 BINGO OPEN インターンシップ学外発表会 津⽥将⾏講師 他
2018/12/2 東村⼩学校 かかし祭り・⾷事診断コーナー ⻄彰⼦准教授 他
2018/12/2 東村⼩学校 第７３回東村町かかし祭り 久冨泰資教授 

2018/12/4 
愛媛県⽴新居浜東⾼等学
校 

出張講義 ⽥中聡准教授 

2018/12/5 
株式会社ファイブワンガ
ーデンハイツ秀 

介護ロボットに関する意⾒交換会 伍賀正典准教授 

2018/12/8 
岡⼭県浅⼝市健康福祉セ
ンター 

浅⼝市国際交流協会クリスマスパーティー 早川達⼆教授 

2018/12/11 愛媛県⽴⼋幡浜⾼校 進路ガイダンス 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2018/12/12 福⼭⼤学⼯学部 ⾦⾕町⾃治会⻑ 防災講演打合せ 仲嶋 ⼀教授 
2018/12/14 福⼭市⽴多治⽶⼩学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
2018/12/14 尾道市⽴⼤学美術館 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2018/12/14 岡⼭県⾼梁城南⾼校 ⼈権講演 ⼩林正和教授 
2018/12/14 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他

2018/12/15 松永はきもの資料館 
「松永に学ぶ産業と⽂化」・「備後に学ぶ地域の課題」
合同成果発表会 

鶴崎健⼀教授 

2018/12/15 松永駅前ロータリー 
松永未来塾主催 松永ライトアップ 2018 時計塔プ
ロジェクションマッピング 

⾹川直⼰教授 

2018/12/16 福⼭⼤学 
ロボカップジュニア 広島ブロック 福⼭ノード⼤
会 

⾹川直⼰教授 

2018/12/16 
福⼭市神辺⽂化会館 ⼤
ホール 

第 76 回福⼭⾳楽コンクールの受賞者記念コンサート ⽥中始男教授  

2018/12/17 福⼭⼤学 M 亭 第 9 回松永スポーツ振興研究会（MSG) 早川達⼆教授 他
2018/12/19 福⼭市役所 実践地域防災学 打合せ 宮内克之教授 
2018/12/20 福⼭⼤学 ひろぎん経済研究所ヒアリング 都祭弘幸教授 
2018/12/21 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース担当者会議 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/1/1 福⼭商⼯会議所 福⼭商⼯会議所所報 平成 31 年 1 ⽉号に掲載 平⽥宏⼆教授 他
2019/1/8 福⼭商⼯会議所 福⼭商⼯会議所 FCCI ライナー掲載交渉 中村博准教授 
2019/1/11 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他

2019/1/13 
ポートモール（福⼭市⼊
船町） 

成⼈式における受動喫煙防⽌啓発事業 杉原成美教授 

2019/1/17 福⼭⼤学 
備後圏域におけるベンチャー創業の現状及び可能性
調査業務ヒアリング 

菅原 聡准教授 

2019/1/22 宮地茂記念館 経済学研究会 中村博准教授 
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2019/1/24 福⼭市保健所 
平成 30 年度第２回ふくやま健康⾷育市⺠会議部会会
議（第 1 部会〜第 5 部会） 

杉原成美教授 

2019/1/25 東広島市役所 東広島市教育レベルアップ委員会 ⼩原友⾏教授 
2019/1/26 福⼭市千⽥公⺠館 スイゲンゼニタナゴを守る市⺠の会例会 真⽥誠⾄講師 

2019/1/27 
広島県⺠⽂化センターふ
くやまホール 

⾷育講演会（講師・⼤原千鶴） 杉原成美教授 

2019/1/27 
広島県⺠⽂化センターふ
くやまホール 

第 15 回ヘルシーメニューコンテスト審査及び賞状授
与 

杉原成美教授 

2019/1/28 まなびの館ローズコム 備後福⼭ワイン振興協議会第２回役員会 ⼭本覚教授 他 
2019/2/2 広島駅南⼝地下広場 ものづくりイベント NT 広島 2019 ⼭之上卓教授 
2019/2/4 福⼭駅前 受動喫煙防⽌啓発事業 杉原成美教授 
2019/2/4 福⼭市役所 福⼭市⼤規模⼩売店舗審査委員会 三⾕康夫教授 
2019/2/5 東広島市役所 広島県内博物館協議会の研究⼤会 ⼩原友⾏教授 
2019/2/6 福⼭市⽴⼤学 6 ⼤学エクステンション連携会議 中村雅樹助教 
2019/2/6 広島県⽴美術館 広島県博物館協議会会⻑ ⼩原友⾏教授 
2019/2/6 福⼭市役所 第３回 福⼭市地球温暖化対策実⾏計画協議会 ⼭⽥明准教授 

2019/2/7 川崎医科⼤学 
川崎医科⼤学 KMS メディカル・アーク 2019 with 
MTO 

井 ノ 内 直 良 教 授
他 

2019/2/7 尾道市役所 平成 30 年度第 3 回尾道市次世代メディア対策委員会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2019/2/8 特別⽀援校しまなみ分校 出張講話 ⾼⽥浩⼆教授 
2019/2/8 宮地茂記念館 福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他
2019/2/9 広島県⽴歴史博物館 特別展記念講演 ⼩原友⾏教授 
2019/2/14 福⼭⼤学 実践地域防災学 打合せ 宮内克之教授 

2019/2/15 
リム・ふくやまスカイホ
ール 

トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース募集説明会 ⾜⽴浩⼀教授 

2019/2/18 福⼭市ものづくり交流館 モデルベース開発プロセス研修 ⾹川直⼰教授 他

2019/2/19 福⼭⼤学 
広島県東部⽣コンクリート協同組合 FU コンクリー
ト講座 打合せ 

宮内克之教授 

2019/2/20 笠岡市役所 平成 30 年度かさおかブランド認定委員会 ⼩林正和教授 

2019/2/20 福⼭市保健所 
平成 30 年度第 3 回ふくやま健康⾷育市⺠会議（フク
イク２１） 

杉原成美教授 

2019/2/23 岡⼭県浅⼝市中央公⺠館 浅⼝市国際交流協会役員会 早川達⼆教授 

2019/2/23 
広島県東部運転免許セン
ター 

広島県少年補導協助員研修会 
内 垣 ⼾ 貴 之 准 教
授 

2019/2/24 
府中市 桜が丘グランド
多⽬的広場 

第 10 回 全⽇本ＥＶ＆ゼロハンカーレース in 府
中 

⼩林正明講師 他

2019/3/1 
広島県⽴福⼭⼯業⾼等学
校 

卒業式来賓 三⾕康夫教授 

2019/3/2 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

ET ロボコン 2019 中四国地区実施説明会 福⼭会
場 

⾹川直⼰教授 他

2019/3/2 アパレルアイ（株） 社員研修講演 中嶋健明教授 



10 
 

2019/3/3 府中市上下町商店街 府中市上下ひな祭り ⼩林正和教授 

2019/3/5 
ひろしまディジタルイノ
ベーションセンター 

平成 31 年度「モデルベース開発プロセス研修」に係
る検討会議 

⾹川直⼰教授 他

2019/3/6 中国新聞ビル 
⽇本ケーブルテレビ連盟中国⽀部「番組アワード審
査」 

中嶋健明教授 

2019/3/8 
株式会社ファイブワンガ
ーデンハイツ秀 

NPO 法⼈ 福祉⽀援ロボット研究会 研修会 伍賀正典准教授 

2019/3/8 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

福⼭⼤学漢⽅研究会 岡村信幸教授 他

2019/3/9 
福⼭ニューキャッスルホ
テル 

国際ロータリー第 2710 地区グループ 10・11 合同イ
ンターシティミーティング 

前⽥吉広講師 

2019/3/12 因島漁業協同組合 理事会における研究内容説明 仲嶋 ⼀教授 
2019/3/14 ⼭⼝県⽴新南陽⾼等学校 出前講座（⾼校 1,2 年⽣対象） 広瀬雅⼀講師 
2019/3/16 せら夢公園 せら⾥⼭楽校〜⾃然観察〜 阪本憲司准教授 

2019/3/17 
岡⼭県浅⼝市健康福祉セ
ンター 

あさくち国際交流フェスティバル 早川達⼆教授 

2019/3/19 福⼭市⽴済美中学校 福⼭市内学⽣向け出前講座 前⽥吉広講師 
2019/3/19 笠岡市役所 平成 30 年度かさおかブランド認定報告書 市⻑答申 ⼩林正和教授 
2019/3/21 福⼭市役所 トビタテ！留学 JAPAN 地域⼈材コース成果報告会 ⾜⽴浩⼀教授 
2019/3/23 井原鉄道 井原鉄道貸切 備後ワイン列⾞の旅 ⼭本覚教授 
2019/3/24 尾道市商⼯会議所記念館 第 3 回尾道映画祭 中嶋健明教授 他

 


