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令和３年度 高大連携活動 

日時 場所 行事名 出席教員等 

2020/9/1 神石高原町役場 神石郡公立学校校長会連合会研修会 赤澤淳子教授 

2021/2/10 銀河学院高等学校 進路研修会・出張講義 (銀河学院高等学校) 宮崎由樹准教授 

2021/5/21 油木高校 油木高等学校とのナマズ採卵試験 有瀧真人教授 

2021/5/28 油木高校 油木高等学校とのナマズ採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/2 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する校内研修の指導 小原友行教授 

2021/6/10 広島県立三原東高等学校 広島県立三原東高等学校高校内ガイダンス 中道上教授 

2021/6/11 福山大学 大学参観 都祭弘幸教授他 

2021/6/11 福山大学 ２０２１年度入試説明会(大学参観) 池岡宏准教授 

2021/6/13 オンライン 進路別セミナー 仲嶋一教授 

2021/6/13 福山大学 ２０２１年度 福山大学・福山平成大学 進路別セ

ミナー 

森田翔太講師 

2021/6/17 就実高等学校 校内進路ガイダンス 岩本博行教授 

2021/6/22 広島県立高陽東高等学校 出張講義 香川直己教授 

2021/6/22 広島県立高陽東高等学校 出張講義 佐々木伸子准教

授 

2021/7/6 オンライン 島根県立飯南高等学校模擬授業 池岡宏准教授 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 梅國章教授他 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 尾関孝史教授他 

2021/7/13 オンライン 進路オンラインガイダンス（井原高等学校北校地） 小林正明講師 

2021/7/14 広島県立尾道東高等学校 広島県立尾道東高等学校高校内ガイダンス 金子邦彦教授 

2021/7/15 福山大学 大学見学広島県立三原東高等学校 中道上教授 

2021/7/15 盈進中学高等学校 出張講義（水中ロボットの科学） 内田博志教授 

2021/7/15 岡山県立和気閑谷高等学

校 

出張講義（オンライン） 佐々木伸子准教

授 

2021/7/20 福山市立鳳中学校 喫煙・薬物防止教育 山下 純准教授 

2021/7/28 笠岡市役所 笠岡市総合計画後期計画審議会 小林正和教授 

2021/7/29 福山大学 福山明王台高等学校１年大学体験セミナー 中道上教授 

2021/8/4 オンライン 教育ネットワーク中国 香川直己教授 

2021/8/7 福山大学 教育ネットワーク中国主催高大連携公開講座 「私

たちの暮らしと経済学」 

田中征史講師他 

2021/8/20 因島キャンパス 高大連携講座開催 有瀧真人教授他 

2021/8/23 福山大学 広島県立世羅高等学校大学見学 中道上教授 

2021/8/24 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 

2021/9/10 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する校内研修の指導 小原友行教授 

2021/9/22 オンライン 私立鳥取敬愛高校 2 年生対象オンライン進路ガイダ

ンス 

中道上教授 

2021/9/22 広島県立御調高等学校 進路別ガイダンス 香川直己教授 

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 
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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 福山市立培遠中学校 飲酒等防止教育 佐藤雄己教授 

2021/10/15 19502 講義室 松永高校見学会 中嶋健明 

2021/10/15 福山大学未来想像館 松永高等学校 大学見学 井上裕文教授他 

2021/10/15 福山大学 松永上下高等学校 大学見学 中道上教授 

2021/10/15 愛媛県聖カタリナ高等学

校 

進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/19 山口県立南陽工業高等学

校 

進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/20 如水館高校 出張講義：進路研修会 中道上教授 

2021/10/23 オンライン 教育ネットワーク中国 香川直己教授 

2021/10/23 尾道市総合福祉センター プログラミング体験 山之上卓教授 

2021/10/27 福山市立福山高等学校 薬剤師業務の紹介（地域の健康をサポートする薬局

薬剤師） 

杉原成美教授 

2021/10/27 尾道学園高等学校 進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/27 福山市立福山高校 出張講義 水上雅晴講師 

2021/11/1 福山市立東朋中学校 喫煙防止教育 杉原成美教授 

2021/11/10 広島県立五日市高等学校 出張講義（高校内ガイダンス） 内田博志教授 

2021/11/11 銀河学院高等学校 出張講義：進路研修会 中道上教授 

2021/11/12 広島県立松永高等学校 出張講義（高校内ガイダンス） 内田博志教授 

2021/11/16 広島修道大学ひろしま協

創等学校 

高大連携模擬授業 竹田修三教授 

2021/11/17 広島県立戸手高校 公開研究会の指導 小原友行教授 

2021/11/18 オンライン 山口県立華陵高等学校オンライン講義 香川直己教授 

2021/11/20 岡山県明誠学院高等学校 進路別セミナー 香川直己教授 

2021/11/24 福山大学 広島県立上下高等学校 大学見学 中道上教授 

2021/12/2 福山市立常金丸小学校 生活科・総合学習に関する指導 小原友行教授 

2021/12/3 海田町立海田西小学校 教育実践公開研究会の指導 小原友行教授 

2021/12/4 福山大学社会連携推進セ

ンター 

令和 3 年度福山地区高等学校ＰＴＡ連合会健全育成

委員会・福山地区高等学校校外指導連盟共催研修会 

平伸二教授 

2021/12/14 岡山県立岡山工業高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 

2021/12/21 福山大学未来想像館 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 竹田修三教授 

2021/12/21 福山大学 盈進高等学校ゼミ・研究室体験訪問 足立浩一教授 

2021/12/21 福山大学 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 中道上教授他 

2021/12/21 福山大学 24 号館 福山大学ゼミ・研究室体験訪問（盈進中学高等学

校） 

内田博志教授 

2021/12/21 福山大学 2 号館学生室 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 藤原美樹教授 

2021/12/21 福山大学工学部スマート

システム学科 

盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 香川直己教授 
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2021/12/22 広島県立三次青稜高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 

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 

2022/1/27 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する公開研究会の指導 小原友行教授 

2022/3/15 山口県立熊毛南高等学校 薬剤師業務の紹介（「進化する薬剤師～多岐にわた

る活躍～」） 

杉原成美教授 

2022/3/16 広島県立福山工業高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 

2022/3/25 盈進中学高等学校 高大連携に関する意見交換 内田博志教授 

2020/9/1 神石高原町役場 神石郡公立学校校長会連合会研修会 赤澤淳子教授 

2021/2/10 銀河学院高等学校 進路研修会・出張講義 (銀河学院高等学校) 宮崎由樹准教授 

2021/5/21 油木高校 油木高等学校とのナマズ採卵試験 有瀧真人教授 

2021/5/28 油木高校 油木高等学校とのナマズ採卵試験 有瀧真人教授 

2021/6/2 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する校内研修の指導 小原友行教授 

2021/6/10 広島県立三原東高等学校 広島県立三原東高等学校高校内ガイダンス 中道上教授 

2021/6/11 福山大学 大学参観 都祭弘幸教授他 

2021/6/11 福山大学 ２０２１年度入試説明会(大学参観) 池岡宏准教授 

2021/6/13 オンライン 進路別セミナー 仲嶋一教授 

2021/6/13 福山大学 ２０２１年度 福山大学・福山平成大学 進路別セ

ミナー 

森田翔太講師 

2021/6/17 就実高等学校 校内進路ガイダンス 岩本博行教授 

2021/6/22 広島県立高陽東高等学校 出張講義 香川直己教授 

2021/6/22 広島県立高陽東高等学校 出張講義 佐々木伸子准教

授 

2021/7/6 オンライン 島根県立飯南高等学校模擬授業 池岡宏准教授 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 梅國章教授他 

2021/7/9 福山大学 銀河学院高等学校（１年）体験入学 尾関孝史教授他 

2021/7/13 オンライン 進路オンラインガイダンス（井原高等学校北校地） 小林正明講師 

2021/7/14 広島県立尾道東高等学校 広島県立尾道東高等学校高校内ガイダンス 金子邦彦教授 

2021/7/15 福山大学 大学見学広島県立三原東高等学校 中道上教授 

2021/7/15 盈進中学高等学校 出張講義（水中ロボットの科学） 内田博志教授 

2021/7/15 岡山県立和気閑谷高等学

校 

出張講義（オンライン） 佐々木伸子准教

授 

2021/7/20 福山市立鳳中学校 喫煙・薬物防止教育 山下 純准教授 

2021/7/28 笠岡市役所 笠岡市総合計画後期計画審議会 小林正和教授 

2021/7/29 福山大学 福山明王台高等学校１年大学体験セミナー 中道上教授 

2021/8/4 オンライン 教育ネットワーク中国 香川直己教授 

2021/8/7 福山大学 教育ネットワーク中国主催高大連携公開講座 「私

たちの暮らしと経済学」 

田中征史講師他 

2021/8/20 因島キャンパス 高大連携講座開催 有瀧真人教授他 
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2021/8/23 福山大学 広島県立世羅高等学校大学見学 中道上教授 

2021/8/24 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 

2021/9/10 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する校内研修の指導 小原友行教授 

2021/9/22 オンライン 私立鳥取敬愛高校 2 年生対象オンライン進路ガイダ

ンス 

中道上教授 

2021/9/22 広島県立御調高等学校 進路別ガイダンス 香川直己教授 

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 

2021/10/6 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 福山市立培遠中学校 飲酒等防止教育 佐藤雄己教授 

2021/10/15 19502 講義室 松永高校見学会 中嶋健明 

2021/10/15 福山大学未来想像館 松永高等学校 大学見学 井上裕文教授他 

2021/10/15 福山大学 松永上下高等学校 大学見学 中道上教授 

2021/10/15 愛媛県聖カタリナ高等学

校 

進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/19 山口県立南陽工業高等学

校 

進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/20 如水館高校 出張講義：進路研修会 中道上教授 

2021/10/23 オンライン 教育ネットワーク中国 香川直己教授 

2021/10/23 尾道市総合福祉センター プログラミング体験 山之上卓教授 

2021/10/27 福山市立福山高等学校 薬剤師業務の紹介（地域の健康をサポートする薬局

薬剤師） 

杉原成美教授 

2021/10/27 尾道学園高等学校 進路別ガイダンス 香川直己教授 

2021/10/27 福山市立福山高校 出張講義 水上雅晴講師 

2021/11/1 福山市立東朋中学校 喫煙防止教育 杉原成美教授 

2021/11/10 広島県立五日市高等学校 出張講義（高校内ガイダンス） 内田博志教授 

2021/11/11 銀河学院高等学校 出張講義：進路研修会 中道上教授 

2021/11/12 広島県立松永高等学校 出張講義（高校内ガイダンス） 内田博志教授 

2021/11/16 広島修道大学ひろしま協

創等学校 

高大連携模擬授業 竹田修三教授 

2021/11/17 広島県立戸手高校 公開研究会の指導 小原友行教授 

2021/11/18 オンライン 山口県立華陵高等学校オンライン講義 香川直己教授 

2021/11/20 岡山県明誠学院高等学校 進路別セミナー 香川直己教授 

2021/11/24 福山大学 広島県立上下高等学校 大学見学 中道上教授 

2021/12/2 福山市立常金丸小学校 生活科・総合学習に関する指導 小原友行教授 

2021/12/3 海田町立海田西小学校 教育実践公開研究会の指導 小原友行教授 

2021/12/4 福山大学社会連携推進セ

ンター 

令和 3 年度福山地区高等学校ＰＴＡ連合会健全育成

委員会・福山地区高等学校校外指導連盟共催研修会 

平伸二教授 

2021/12/14 岡山県立岡山工業高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 
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2021/12/21 福山大学未来想像館 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 竹田修三教授 

2021/12/21 福山大学 盈進高等学校ゼミ・研究室体験訪問 足立浩一教授 

2021/12/21 福山大学 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 中道上教授他 

2021/12/21 福山大学 24 号館 福山大学ゼミ・研究室体験訪問（盈進中学高等学

校） 

内田博志教授 

2021/12/21 福山大学 2 号館学生室 盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 藤原美樹教授 

2021/12/21 福山大学工学部スマート

システム学科 

盈進高等学校の福山大学ゼミ・研究室体験 香川直己教授 

2021/12/22 広島県立三次青稜高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 

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 

2022/1/27 尾道市立三成小学校 SDGs 教育に関する公開研究会の指導 小原友行教授 

2022/3/15 山口県立熊毛南高等学校 薬剤師業務の紹介（「進化する薬剤師～多岐にわた

る活躍～」） 

杉原成美教授 

2022/3/16 広島県立福山工業高等学

校 

進路ガイダンス 香川直己教授 

2022/3/25 盈進中学高等学校 高大連携に関する意見交換 内田博志教授 

 

 


