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令和元年度 ⾼⼤連携活動 
⽇時 場所 ⾏事名 出席教員等 

2019/4/15 
岡⼭県⽴笠岡⼯業⾼等学
校 

岡⼭県⽴笠岡⼯業⾼等学校 第 1 回 PBL・探求学
習研究会 

⾹川直⼰教授 

2019/4/17 
岡⼭県⽴笠岡⼯業⾼等学
校 

岡⼭県⽴笠岡⼯業⾼等学校 第 2 回 PBL・探求学
習研究会 

⾹川直⼰教授 

2019/4/20 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

広島県東部⾼等学校研修会 ⾹川直⼰教授 

2019/4/23 福⼭⼤学⼯学部 
広島県⾼校⽣技能オリンピック課題（電⼦回路組
⽴）検討会 

⾹川直⼰教授他 

2019/5/24 広島県⽴福⼭誠之館⾼等
学校 

出張講義 
佐々⽊伸⼦准教
授 

2019/5/26 
広島県⽴広島⼯業⾼等学
校 

第 11 回広島県⾼校⽣技能オリンピック ⾹川直⼰教授他 

2019/5/27 福⼭⼤学⼯学部 ⼭陰中央新報「進学コンパス」取材 仲嶋⼀教授 
2019/5/30 広島県⽴⼤⾨⾼等学校 理数研究校 第 1 回運営指導委員会 ⾹川直⼰教授 
2019/6/5 ⾼知県南国市 ⾼知中央⾼等学校出張講義 ⾹川直⼰教授 
2019/6/6 広島県⽴三原東⾼等学校 出張講義 宮地功教授 
2019/6/7 福⼭⼤学 ⼤学参観説明会 ⼭⽥明准教授 
2019/6/9 福⼭⼤学宮地茂記念館 H30 進路別セミナー 都祭弘幸教授 
2019/6/19 府中市⽴上下中学校 2 年⽣への総合学習指導 ⼩林正和教授 
2019/7/1 広島県⽴⼤⾨⾼等学校 広島県⾼等学校教育研究会理科部会総会・研修会 ⾹川直⼰教授 
2019/7/2 福⼭⼤学 銀河学院１年⽣ 体験⼊学 藤原美樹教授他 
2019/7/2 福⼭⼤学⼯学部 銀河学院⾼等学校体験⼊学会 ⾹川直⼰教授 
2019/7/3 福⼭市⽴城⻄中学校 飲酒防⽌教育 杉原成美教授 
2019/7/3 福⼭市⽴東朋中学校 飲酒防⽌教育 ⼭下 純准教授 

2019/7/5 
⾦光⾼校、鴨⽅⾼校、お
かやま⼭陽⾼校 

⾼校訪問 仲嶋⼀教授 

2019/7/10 兵庫県⽴明⽯南⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
2019/7/11 盈進⾼等学校 出張講義 吉﨑隆之准教授 
2019/7/12 世羅⾼校、御調⾼校 ⾼校訪問 仲嶋⼀教授 
2019/7/16 岡⼭⿓⾕⾼校 2 年⽣への学習指導（笠岡商店街ひなめぐり指導） ⼩林正和教授 
2019/7/17 広島県⽴可部⾼等学校 

出張講義 
佐々⽊伸⼦准教
授 

2019/7/17 尾道学園尾道⾼等学校 出張講義 ⼭⽥明准教授 
2019/7/18 福⼭⼤学⼯学部 岡⼭⿓⾕⾼等学校技術指導 ⾹川直⼰教授他 
2019/7/18 福⼭⼤学⼯学部 広島県⽴三原東⾼等学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 

2019/7/19 
広島県⽴尾道商業⾼等学
校 

尾道商業⾼校学校コミュニティ・スクール（学校運
営協議会） 

⼩林正和教授 

2019/7/21 尽誠学園⾼等学校 出張講義 ⼭⽥明准教授 
2019/7/22 福⼭⼤学⼯学部 ⻄条紫⽔⾼等学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 
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2019/7/23 学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

福⼭明王台⾼校⼤学体験セミナー ⼭⽥明准教授他 

2019/7/29 広島県⽴庄原格致⾼校 中⾼⼤連携公開講座 前⽥吉広講師 

2019/8/7 福⼭⼤学 
教育ネットワーク中国主催「令和元年度 ⾼⼤連携
公開講座」 

村上泰⼦准教授
他 

2019/8/19 17 号館 1721 教室 ネットワーク中国⾼⼤連携講座 ⼭⼝泰典教授他 
2019/8/22 福⼭⼤学 教員免許更新講習会(電⼦回路の基礎と応⽤) 菅原聡准教授 
2019/8/22 福⼭⼤学⼯学部 広島県⽴世羅⾼等学校⾒学会 ⾹川直⼰教授 
2019/8/30 広島県⽴尾道北⾼等学校 北⾼オープンセミナー ⾹川直⼰教授 
2019/9/12 愛媛県東予⾼校 ガイダンス 仲嶋⼀教授 
2019/9/12 愛媛県⽴東予⾼等学校 

出張講義 
佐々⽊伸⼦准教
授 

2019/9/12 岡⼭県⽴津⼭東⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
2019/9/20 福⼭⼤学⼯学部 広島県⽴松永⾼等学校 1 年⽣⾒学会 ⾹川直⼰教授 
2019/10/1 岡⼭県⽴岡⼭東商業⾼等

学校  
出張講義 藤原美樹教授 

2019/10/8 福⼭市⽴中条⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育 上敷領淳准教授 

2019/10/9 
広島県⽴福⼭⼯業⾼等学
校 

出前授業 ⾹川直⼰教授 

2019/10/17 福⼭⼤学⼯学部 広島県⽴因島⾼等学校 1 年⽣⾒学会 ⾹川直⼰教授 
2019/10/23 県⽴神辺旭⾼等学校 ⾼校内ガイダンス ⽊平孝⾼講師 
2019/10/23 広島県⽴神辺旭⾼等学校 出張講義 ⼭⽥明准教授 

2019/10/23 
⾼校(宮原、呉、広、呉
港) 

⾼校訪問 菅原聡准教授 

2019/10/28 福⼭⼤学 15 号館 油⽊⾼等学校とのナマズ養殖技術開発打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 
2019/10/28 広島県⽴安⻄⾼等学校 出張講義 ⼭⽥明准教授 
2019/10/28 広島県⽴⼤⾨⾼等学校 理数研究校第 2 回運営指導委員会 ⾹川直⼰教授 
2019/10/29 ⼭⼝県⽴豊浦⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
2019/10/30 福⼭市⽴福⼭⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 

2019/11/1 
広島県⽴総合技術⾼等学
校 

総合技術⾼等学校研究会 ⾹川直⼰教授 

2019/11/9 福⼭⼤学 1 号館 
201９年度第 1７回 広島県⾼校⽣英語スピーチコン
テスト 

中尾佳⾏教授 

2019/11/9 
福⼭⼤学社会連携センタ
ー 

びんご圏域連携グローバル⼈材育成事業 ⼤城朝⼦講師 

2019/11/11 ⾹川県⽴津⽥⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 

2019/11/13 
岡⼭県⽴岡⼭⼯業⾼等学
校 

出張講義 ⾹川直⼰教授 

2019/11/14 
福⼭⼤学内海⽣物資源研
究所 

広島県⽴忠海⾼等学校 学科紹介と施設案内 1 年
⽣ 64 名 

⽔上雅晴講師他 

2019/11/14 徳島県⽴名⻄⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
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2019/11/19 福⼭⼤学 
福⼭⼤学図書館読書推進システム実施に関する打ち
合わせ会 

⽵盛浩⼆准教授 

2019/11/19 ⼭⼝県⽴豊浦⾼等学校 出張講義 ⼭⽥明准教授 

2019/11/30 
学校法⼈福⼭⼤学宮地茂
記念館 

シンポジウム：福⼭⼤学読書推進システム「注⽂の
多い図書館」検証 

⽵盛浩⼆准教授 

2019/11/30 情報科学⾼等学校 情報ＩＴフェア ⾹川直⼰教授他 

2019/11/30 
島根県⽴情報科学⾼等学
校 

島根県⽴情報科学⾼等学校情報 IT フェア ⾹川直⼰教授他 

2019/12/6 福⼭⼤学 広島⼤学附属福⼭⾼等学校 情報交換会 平伸⼆教授他 
2019/12/10 愛媛県⽴⼸削⾼等学校 ⾼校内ガイダンス 菊⽥安⾄教授 
2019/12/10 福⼭市⽴東⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育 今 重之教授 
2019/12/11 福⼭市⽴引野⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育 杉原成美教授 

2019/12/11 
岡⼭県⽴岡⼭後楽館⾼等
学校 

出張講義 ⾹川直⼰教授 

2019/12/13 福⼭⼤学⼯学部 
広島県⾼校⽣技能オリンピック電⼦回路組⽴部⾨打
ち合わせ 

⾹川直⼰教授他 

2019/12/14 三原シティホテル 尾三校⻑会研修会 ⾹川直⼰教授 

2019/12/16 
岡⼭県⽴岡⼭⼯業⾼等学
校 

出張講義 ⾹川直⼰教授 

2019/12/18 油⽊⾼校 油⽊⾼等学校とのナマズ養殖技術開発打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 
2019/12/20 福⼭⼤学⼯学部 盈進⾼校の福⼭⼤学ゼミ・研究室体験訪問 全学⾏事 
2019/12/24 ⾹川県⽴観⾳寺総合⾼校 出張講義 吉﨑隆之准教授 
2020/1/14 福⼭市⽴⼾⼿⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育 杉原成美教授 
2020/1/18 福⼭暁の星⼩学校 喫煙・飲酒防⽌教育 ⽯津 隆教授 

2020/1/29 
愛媛県⽴伊予農業⾼等学
校 

出張講義 ⾹川直⼰教授 

2020/1/30 広島県⽴府中東⾼等学校 広島県⾼等学校 ID コンペ 2019 審査 ⾹川直⼰教授他 

2020/2/10 
広島県⽴総合技術⾼等学
校 

学習成果発表会（インターンシップ成果発表） 前⽥吉広講師 

2020/2/13 広島県⽴千代⽥⾼等学校 出張講義 ⾹川直⼰教授 
2020/2/15 フジグラン神辺 広島県⾼校⽣ ID コンペ 2019 表彰式 ⾹川直⼰教授 
2020/2/19 福⼭市⽴内海中学校 喫煙・飲酒防⽌教育 ⽯津 隆教授 
2020/2/21 福⼭市⽴宜⼭⼩学校 喫煙防⽌教育 坂根 洋講師 
2020/3/3 油⽊⾼校 油⽊⾼等学校とのナマズ養殖技術開発打ち合わせ 有瀧真⼈教授他 

 


