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令和 3 年度 地域連携活動 

日時 場所 行事名 出席教員等 

2015/4/1 福山大学社会連携推進セ

ンター 

認定こどもえん つくし 赤澤淳子教授他 

2020/4/1 公益財団法人 中国地域

創造研究センター 

研究開発・事業化支援事業 質感色感研究会 宮崎由樹准教授 

2020/4/1 福山市民病院 福山市民病院臨床研究部倫理審査委員会 岩本博行教授 

2020/4/1 広島県運転免許センター

他 

広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等法定

講習 

宮崎由樹准教授 

2020/5/28 広島県健康福祉局こども

家庭課 

広島県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する基本計画検討委員会 

赤澤淳子教授 

2020/6/14 福山市人権文化センター 子どもサポネット「ハートフル」備後 金平希講師 

2020/6/25 福山市市民局まちづくり

推進部 

福山市協働のまちづくり事業審査会 赤澤淳子教授 

2020/9/22 読売新聞社 読売教育賞の審査会 小原友行教授 

2020/10/2 マリンバイオセンター水

族館 

ちりめんモンスターの標本作り 真田誠至講師 

2020/10/9 渚の交番 SEABRIDGE サイエンスカフェ・ちりめんモンスターで標本を作

ろう！ 

真田誠至講師 

2020/10/12 福山市立西小学校 スイゲンゼニタナゴ出前講座 真田誠至講師 

2020/11/13 日本新聞協会 新聞コンクールの審査会委員長 小原友行教授 

2021/2/21 笠岡市役所 笠岡ブランド認定委員会 小林正和教授 

2021/4/1 尾道市教育委員会 尾道市いじめ防止対策委員会 山崎理央教授 

2021/4/1 ひろしまチャイルドライ

ン 

NPO 法人ひろしまチャイルドライン子どもステー

ション理事 

山崎理央教授 

2021/4/1 広島県立歴史博物館 受託研究 (広島県立歴史博物館)，草戸千軒お化け

屋敷 

大杉朱美講師他 

2021/4/1 福山大学 広島県警察生活安全部との協働事業 平伸二教授他 

2021/4/1 福山大学・NHK エンタ

ープライズ近畿支社 

バラ鑑賞時の脳波研究 大杉朱美講師他 

2021/4/1 岡山大学 大國家文書調査 柳川真由美准教

授 

2021/4/1 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 安全運転管理者等講習 山崎理央教授 

2021/4/1 広島県民文化センター 

ふくやま 

広島県安全運転管理協議会 安全運転管理者等法定

講習 

大杉朱美講師 

2021/4/1 所蔵先（福山市内の寺

院） 

福山市美術工芸品実態調査   柳川真由美准教

授 

2021/4/1 西部市民センター 西部市民大学 短編小説を読む 青木美保教授 

2021/4/4 福山大学 34 号館 無菌製剤に関する講義及び実技実習 片山博和教授 

2021/4/9 福山市中津原浄水場 内水浸水被害低減の研究について協力の打合せ 関田隆一准教授 

2021/4/15 福山美術館 1 階ホール 第 7 回福山城築城 400 年記念事業実行委員会 大塚豊教授 
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2021/4/17 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2021/4/23 岡山県浅口市健康福祉セ

ンター 

国際理解講座「みんなで国際理解」 Bisset Ian James

教授他 

2021/4/23 福山商工会議所 令和 3 年 4 月議員全員協議会 都祭弘幸教授他 

2021/4/26 NHK 文化センター福山

教室 

生活文化からみるヨーロッパ史 村上亮准教授 

2021/5/11 尾道市立瀬戸田小・中学

校 

学校運営協議会副会長 小原友行教授 

2021/5/22 フクイク２１メール会議 令和 2(2020)年度フクイク２１メール会議第 42～63

回 

杉原成美教授 

2021/5/22 三原市大原 みかん農家における鳥獣被害の現場視察、ヒアリン

グ 

伍賀正典准教授 

2021/5/25 竹原市教育委員会 竹原市立学校適正配置懇話会委員長 小原友行教授 

2021/5/26 福山市役所 福山市入札監視委員会 梅國章教授 

2021/5/31 福山市役所本庁舎 中会

議室 

第２回福山市路上喫煙防止対策協議会 杉原成美教授 

2021/6/8 幸千中学校 喫煙防止教室 木平孝高准教授 

2021/6/10 オンライン 出前授業（尾道市立因島南小学校） 水上雅晴講師 

2021/6/11 福山大学 大学参観 都祭弘幸教授他 

2021/6/12 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/15 福山市立済美中学校（オ

ンライン） 

福山市役所 出前講座（チャレンジウィーク事前） 前田吉広講師 

2021/6/21 阪井養魚場  阪井養魚場採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/21 幕山小学校 喫煙・薬物乱用防止教育講演 鶴崎健一教授 

2021/6/24 公益社団法人広島被害者

支援センター 

被害者支援活動員養成講座 入門編 平伸二教授 

2021/6/25 オンライン 令和 3 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 

2021/6/26 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2021/7/1 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第１回ふくやま健康食育市民会議

（フクイク２１）書面会議 

杉原成美教授 

2021/7/1 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第１回健康ふくやま２１フェステ

ィバル実行委員会書面会議 

杉原成美教授 

2021/7/4 まなびの館ローズコム 福山はぐくみ研究会 大学生まちづくりプロジェク

ト 

前田吉広講師 

2021/7/5 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 

2021/7/6 福山大学社会連携推進セ

ンター 

シリーズ研修会 2021 竹田修三教授 

2021/7/7 至誠中学校 喫煙・飲酒等防止教育 西山卓志講師 

2021/7/12 竹原市役所人権センター 第 1 回空き家等対策協議会 藤原美樹教授 

2021/7/13 竹原市教育委員会 竹原市立学校適正配置懇話会委員長 小原友行教授 
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2021/7/15 すし丸、阿藻珍味、三魚

商 

養殖シロギス市場調査 有瀧真人教授 

2021/7/15 藤井川（尾道市） 藤井川フィールド体験 真田誠至講師 

2021/7/15 尾道市立因島南小学校 出前授業（対面） 水上雅晴講師 

2021/7/18 福山駅南口 福山城築城 400 年 カウントダウン 400 日関連イベ

ント 

杉原成美教授 

2021/7/19 広島市立教育センター 平和教育研修講座 小原友行教授 

2021/7/19 日本生命ビル 福山市こども未来館第１回検討委員会 香川直己教授 

2021/7/19 オンライン SICE 中国支部 インテリジェントロボット研究会 伍賀正典准教授 

2021/7/21 福山大学 啓発用チラシ 「コロナに打ち勝つ！健康増進ふく

やま 9 か条」 

杉原成美教授 

2021/7/26 オンライン 岡山県教育委員会指定管理者候補選定委員会 柳川真由美准教

授 

2021/7/26 福山商工会議所 備後福山ワイン振興協議会 山本覚教授他 

2021/7/27 ふくやま美術館 ふくやま美術館及びふくやま書道美術館運営委員会 柳川真由美准教

授 

2021/7/27 三次ピオーネ圃場、農事

組合法人ピオーネ生産組

合 

令和 3 年度ひろしま地域食材 PR 促進事業（ピオー

ネ生産者、広島県農水省との連携） 

西彰子准教授他 

2021/7/27 尾道市立西藤保育所 川の学習会 真田誠至講師 

2021/7/28 福山市立熊野小学校 福山大学サイバー防犯ボランティア CyPat FU サ

イバー防犯教室 

大杉朱美講師他 

2021/7/28 福山大学 福山大学サイバー防犯ボランティア CyPat FU 広

島県警との定期活動 

大杉朱美講師他 

2021/7/29 イノベーションハブひろ

しま Camps 

ひろしま IoT 実践道場定例会 関田隆一准教授 

2021/7/29 福山市立済美中学校 福山市役所 出前講座（チャレンジウィーク事後） 前田吉広講師 

2021/7/30 福山千田ポンプ場、機織

ポンプ場 

内水浸水被害低減の研究の実験を実施するポンプ場

視察 

関田隆一准教授 

2021/7/30 神辺本陣など 広島県重要文化財神辺本陣調査（受託研究） 柳川真由美准教

授 

2021/7/31 福山大学社社会連携セン

ター孔子学院 

中国文化講座 劉国彬准教授 

2021/7/31 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 

2021/8/1 府中市教育委員会 府中市いじめ調査委員会 枝廣和憲准教授 

2021/8/5 オンライン ひろしま航空機産業振興協議会 アドバイザー会議 関田隆一准教授 

2021/8/10 福山大学２号館 こども建築模型教室（オンライン） 佐々木伸子准教

授 

2021/8/11 福山市役所本庁舎 60 会

議室 

第 3 回福山市路上喫煙防止対策協議会 杉原成美教授 

2021/8/21 オンライン BINGO OPEN インターンシップ事前研修 香川直己教授他 
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2021/8/24 笠岡市役所 令和３年度笠岡市施策評価委員会 小林正和教授 

2021/8/25 福山市市役所本庁舎 60

会議室 

第 1 回福山みらいづくり懇話会 大塚豊教授 

2021/8/30 備後地域を中心とする企

業 

BINGO OPEN インターンシップ 香川直己教授他 

2021/8/31 書面開催 福山市文化財保護審議委員会 柳川真由美准教

授 

2021/9/2 竹原市教育委員会 竹原市立学校適正配置懇話会委員長 小原友行教授 

2021/9/6 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第 2 回ふくやま健康食育市民会議

（フクイク２１）書面会議 

杉原成美教授 

2021/9/6 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第 2 回健康ふくやま２１フェステ

ィバル実行委員会書面会議 

杉原成美教授 

2021/9/14 オンライン 広島県文化財保護審議委員会 柳川真由美准教

授 

2021/9/15 岡山県警察学校 岡山県警察学校取調べ技能専科教養 大杉朱美講師 

2021/9/18 オンライン BINGO OPEN インターンシップ事後研修 香川直己教授他 

2021/9/27 尾道市立因島南小学校 出前授業（遠隔） 水上雅晴講師 

2021/9/30 福山大学 福山大学読書推進システム「注文の多い図書館」企

画会議(高校生書評コンテスト審議 )第 1 回 

竹盛浩二准教授 

2021/10/1 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2021/10/4 福山市役所 福山市屋外広告物審議委員会 都祭弘幸教授 

2021/10/4 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2021/10/5 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2021/10/6 公益社団法人広島被害者

支援センター 

被害者支援活動員養成講座 アドバンス編 平伸二教授 

2021/10/7 福山 機織ポンプ場 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 制御器

と計測装置設置工事 

関田隆一准教授 

2021/10/14 福山市（健康推進課） ふくやま健康・食育市民会議（フクイク２１）第 3

部会 書面会議 

杉原成美教授 

2021/10/15 福山市立東小学校 喫煙・飲酒等防止教育 猿橋裕子准教授 

2021/10/16 愛媛県大三島フィッシン

グパーク 

釣り体験学習 真田誠至講師 

2021/10/16 広島市真亀公民館 読書講座  全３回    2021/10/16、12/4、

2022/1/22 

青木美保教授 

2021/10/19 福山市役所 福山駅前広場協議会 佐々木伸子准教

授 

2021/10/19 岡山県庁 岡山県教育委員会指定管理者候補選定委員会 柳川真由美准教

授 

2021/10/20 オンライン デニム工場のオンライン見学（福山市企画政策課と

協働事業） 

鶴崎健一教授他 

2021/10/20 中国新聞社本社 第 21 回中国新聞「みんなの新聞コンクール」本審

査 

清水洋子准教授 
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2021/10/21 竹原市教育委員会 竹原市立学校適正配置懇話会委員長 小原友行教授 

2021/10/21 福山 機織ポンプ場 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 データ

ロガー設定 

関田隆一准教授 

2021/10/22 岡山県浅口市健康福祉セ

ンター 

国際理解講座「みんなで国際理解」 Cordelia Driussi

非常勤講師他 

2021/10/22 府中市立府中学園 出張講義によるプログラミング教育 香川直己教授 

2021/10/25 福山市立城北中学校 現場見学会 都祭弘幸教授 

2021/10/27 ひろしま産業振興機構 ものづくり革新委員会 都祭弘幸教授 

2021/10/27 福山市立福山高校 出張講義 水上雅晴講師 

2021/11/2 オンライン ひろしま航空機産業振興協議会 アドバイザー会議 関田隆一准教授 

2021/11/2 福山市リサイクルプラザ 福山市 MICE 推進協議会 都祭弘幸教授 

2021/11/2 福山大学社会連携推進セ

ンター ４階研修室 

福山市薬剤師会研修会 重永 章教授 

2021/11/3 i-coreFUCHU BINGO Visionary Leaders 第 2 回英語プレゼンコン

テスト キックオフミーティング 

前田吉広講師 

2021/11/3 福山駅南口 福山城築城 300 年 カウントダウン 300 日関連イベ

ント 

杉原成美教授 

2021/11/4 福山市市役所本庁舎 60

会議室 

第 19 回全国藩校サミット福山大会実行委員会設立

総会 

大塚豊教授 

2021/11/4 福山大学薬学部 神石インターナショナルスクール理科実験教室 田村豊教授他 

2021/11/6 福山大学社会連携推進セ

ンター 

食と健康のライフサイエンス 市民フォーラム 2021 吉田純子准教授

他 

2021/11/6 福山地方卸売市場 養殖シロギス市場調査 有瀧真人教授 

2021/11/6 福山大学工学部 今津小学校こども会理科教室（福大へ行こう） 香川直己教授 

2021/11/8 渚の交番 SEABRIDGE 出前水族館 水上雅晴講師 

2021/11/10 神村公民館 第 1 回第 8 回神村歴史散策ウオーク実行委員会 杉原成美教授他 

2021/11/10 府中市役所 第 1 回府中市男女共同参画プラン（第５次）策定協

議会 

藤原美樹教授 

2021/11/11 オンライン 因島沿岸の藻場と陸域活動研究会（尾道市役所、三

和ドッグ） 

関田隆一准教授 

2021/11/11 福山大学内海生物資源研

究所 

尾道市環境学習推進事業 ふるさと海辺教室 因島

南小学校受け入れ 

水上雅晴講師他 

2021/11/12 鞆の浦歴史民俗資料館 資料館運営委員会 中嶋健明教授 

2021/11/12 ひろぎんホールディング

ス本社 

ひろしまベンチャー助成金（学生枠）二次審査 関田隆一准教授 

2021/11/13 Clip HIROSHIMA 広島湾さとうみフェスタ 2021 内田博志教授 

2021/11/13 福山会議場（福山市） 第 1 回麻酔・集中治療における薬学セミナー 佐藤雄己教授 

2021/11/13 福山すこやかセンター 第 18 回ヘルシーメニューコンテスト 杉原成美教授 

2021/11/13 渚の交番 SEABRIDGE しまなみサイエンスカフェ第 3 回 「海の中でも食

べたり、食べられたり」 

水上雅晴講師 

2021/11/15 広島県警察学校 広島県警察学校取調べ技能専科教養 大杉朱美講師 
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2021/11/17 マリンバイオセンター水

族館 

栗原北小学校水族館見学会 真田誠至講師 

2021/11/18 福山市役所 福山駅前広場協議会分科会 佐々木伸子准教

授 

2021/11/20 鞆の浦沼名前神社社務所 鞆の浦小手美体験における VR 体験会（鞆の浦の子

供達対象） 

中嶋健明教授他 

2021/11/20 福山大学内海生物資源研

究所 

プロジェクト M 施設見学受け入れ 有瀧真人教授他 

2021/11/20 マリンバイオセンター水

族館 

プロジェクト M 真田誠至講師他 

2021/11/21 神村学区 第 8 回神村歴史散策ウオーク大会 杉原成美教授他 

2021/11/22 オンライン 第 1 回びんご圏域活性化戦略会議 大塚豊教授 

2021/11/22 神石高原町役場 神石高原町総合戦略評価委員会 小林正和教授 

2021/11/24 笠岡市役所 笠岡市空き家対策協議会 小林正和教授 

2021/11/25 幸千中学校 薬物乱用防止教室 木平孝高准教授 

2021/11/26 オンライン びんごデジタルラボ 香川直己教授 

2021/11/26 城北中学校 SDGs 勉強会 岩本博行教授 

2021/11/26 福山市立新市中央中学校 薬物乱用防止に関する活動 石津隆教授他 

2021/11/28 社会連携推進センター 備後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジ

ウム 

清水洋子准教授 

2021/11/28 社会連携推進センター 備後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジ

ウム 

青木美保教授 

2021/11/28 社会連携推進センター 備後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジ

ウム 

柳川真由美准教

授 

2021/11/28 赤坂小学校 土砂災害から身を守るために 宮内克之教授 

2021/11/29 福山市役所 福山市入札監視委員会 梅國章教授 

2021/11/30 尾道市立瀬戸田小・中学

校 

学校運営協議会副会長 小原友行教授 

2021/11/30 中本本店 ひろしま IoT 実践道場 現地視察 関田隆一准教授 

2021/12/1 福山市（健康推進課） 健康ふくやま２１フェスティバル 2021 Web 開催 杉原成美教授 

2021/12/1 マリンバイオセンター水

族館 

西藤保育所・水族館オンライン見学会 真田誠至講師 

2021/12/3 オンライン 中国四国工学教育協会大学教育部会研究会 関田隆一准教授 

2021/12/4 岡山県浅口市中央公民館 浅口市国際交流協会役員会 早川達二教授 

2021/12/9 尾道市立因島南小学校 出前授業（対面） 水上雅晴講師 

2021/12/15 幸千中学校 飲酒防止教室 木平孝高准教授 

2021/12/15 ローズコム 福山市事業者向け MICE 勉強会 香川直己教授 

2021/12/16 オンライン 教育ネットワーク中国 2021 年度第 3 回理事会 大塚豊教授 

2021/12/16 福山市役所 福山駅前広場協議会分科会 佐々木伸子准教

授 

2021/12/17 福山市役所 福山市文化財保護審議委員会 柳川真由美准教

授 



7 

 

2021/12/18 社会連携推進センター 「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 

鶴崎健一教授他 

2021/12/18 ふくやま文学館 文化フォーラム          青木美保教授 

2021/12/19 岡山県浅口市健康福祉セ

ンター 

国際理解講座「みんなで国際理解」 早川達二教授 

2021/12/19 福山大学２号館 こども建築模型教室 佐々木伸子准教

授 

2021/12/21 竹原市教育委員会 竹原市立学校適正配置懇話会委員長 小原友行教授 

2021/12/22 福山市市役所本庁舎 60

会議室 

第 9 回福山城築城 400 年記念事業実行委員会 大塚豊教授 

2021/12/23 府中市役所 第 2 回府中市男女共同参画プラン（第４次）策定協

議会 

藤原美樹教授 

2021/12/24 福山大学 国土交通省中国地方整備局意見交換会 大塚豊学長他 

2021/12/27 竹原市役所人権センター 第 2 回空き家等対策協議会 藤原美樹教授 

2021/12/31 福山大学 福山大学読書推進システム「注文の多い図書館」企

画会議(高校生書評コンテスト審議 )第 2 回 

竹盛浩二准教授 

2022/1/8 パークサイドビル（北九

州市） 

第 1 回九州集中治療セミナー 佐藤雄己教授 

2022/1/16 オンライン ふくやまグローカル人材育成事業第 1 回実務者会議 足立浩一教授 

2022/1/17 オンライン 第 3 回こども未来館検討委員会 香川直己教授 

2022/1/18 因島キャンパス 北木島活性化プロジェクト（おいしさタグパンフレ

ット制作） 

有瀧真人教授 

2022/1/21 オンライン 広島県文化財保護審議委員会 柳川真由美准教

授 

2022/1/21 福山市（健康推進課） 2021 年度福山市食育講演会 Web 開催 杉原成美教授 

2022/1/24 東広島市教育委員会 東広島市教育レベルアップ委員会委員長 小原友行教授 

2022/1/25 福山市役所 福山駅前広場協議会 佐々木伸子准教

授 

2022/1/27 福山市役所本庁舎 306

会議室 

第 4 回福山市路上喫煙防止対策協議会 杉原成美教授 

2022/1/28 福山市中央公民館 福山市建築審査会 佐々木伸子准教

授 

2022/1/28 福山市役所（本庁舎） 福山市建築審査会 伊澤康一准教授 

2022/2/5 オンライン BINGO OPEN インターンシップ合同成果報告会 香川直己教授他 

2022/2/9 オンライン IoT 実践道場 活用事例報告会実施打合せ 関田隆一准教授 

2022/2/9 川崎医科大学 川崎医科大学 KMS メディカル・アーク

2022withMTO(オンライン大会) 

道原明宏教授他 

2022/2/11 FM ふくやま 『家づくりラジオ』『びんご建築女子』の活動 藤原美樹教授 

2022/2/13 オンライン 北木島活性化プロジェクト（Hackthe 北木島）開催 有瀧真人教授 

2022/2/15 福山市立緑丘小学校 LED 特別授業 田中聡准教授 

2022/2/17 オンライン ふくやまグローカル人材育成事業第 2 回実務者会議 足立浩一教授 

2022/2/17 オンライン 第 2 回びんご圏域活性化戦略会議 大塚豊教授 



8 

 

2022/2/18 FM ふくやま 『家づくりラジオ』全国でもめずらしい！海洋生物

科学科 

藤原美樹教授 

2022/2/22 ニューキャッスルホテル 福山市ビジネス交流フェア 都祭弘幸教授他 

2022/2/22 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第 3 回ふくやま健康食育市民会議

（フクイク２１）書面会議 

杉原成美教授 

2022/2/22 福山市（健康推進課） 令和 3(2021)年度第 3 回健康ふくやま２１フェステ

ィバル実行委員会書面会議 

杉原成美教授 

2022/2/22 福山市立加茂小学校 喫煙・飲酒等防止教育 広瀬雅一講師 

2022/2/28 オンライン IoT 実践道場 東洋電装オンライン視察 関田隆一准教授 

2022/3/3 国交省福山河川国道事務

所 

芦田川下流水質浄化協議会 第 26 回協議会・第 31

回幹事会 

津田将行講師 

2022/3/11 尾道市立瀬戸田小・中学

校 

学校運営協議会副会長 小原友行教授 

2022/3/12 ふれ愛ランド 防災キャンプ 仲嶋一教授 

2022/3/13 i-core FUCHU BINGO Visionary Leaders 第 2 回英語プレゼンコン

テスト 二次審査 

前田吉広講師 

2022/3/17 府中市立図書館 府中市立図書館運営委員会  青木美保教授 

2022/3/18 FM ふくやま 『家づくりラジオ』福山大学の実績のある就職率 藤原美樹教授 

2022/3/18 オンライン 内水浸水被害低減の日圧機販との共同研究 実験終

了確認会 

関田隆一准教授 

2022/3/18 福山市中央公民館 福山駅前広場デザインシンポジウム 佐々木伸子准教

授 

2022/3/18 府中市役所 第３回府中市男女共同参画プラン（第３次）策定協

議会 

藤原美樹教授 

2022/3/22 オンライン グリーンサイエンス研究センター研究成果発表会 岩本博行教授他 

2022/3/24 しんいち歴史民俗博物館 しんいち歴史民俗博物館協議会 柳川真由美准教

授 

2022/3/25 オンライン IoT 実践道場 活用事例報告会実施打合せ 関田隆一准教授 

2022/3/25 笠岡市中央公民館 笠岡市金浦中ブロック小中一貫教育校整備検討委員

会 

佐々木伸子准教

授 

2022/3/26 人と科学の未来館サイピ

ア 

サイエンスリンク in 岡山 小林正明講師 

2022/3/27 福山駅前シネマモード BINGO Visionary Leaders 第 2 回英語プレゼンコン

テスト 最終選考 

前田吉広講師 

2022/3/28 メール審議 福山市グローカル人材育成協議会総会 足立浩一教授 

2022/3/30 福山市役所 福山市文化財保護審議委員会 柳川真由美准教

授 

2022/3/31 オンライン 教育ネットワーク中国 2021 年度第 4 回理事会 大塚豊教授 

 


