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２０１９年度（令和元年度）教育研究交流センター年報の発刊にあたって 

 

福山市立大学 教育研究交流センター長 

        劉 郷英 

 

本学の教育研究交流センターは，開学と同時にスタートを切って丸９年となりました。 

今年度は，６大学連携の５年目となり，備後圏域にある６大学（尾道市立大学，県立広島

大学，福山大学，福山平成大学，福山職業能力開発短期大学校，福山市立大学）が集まり，

備後圏域の知のステップアップのために議論を続けています。一昨年より開催している「び

んご圏域６大学連携講座」では，福山市かんなべ市民交流センターにて講座を開催し，地元

高校生も含め，多くの方々に参加いただきました。スタートを切った５年前よりも，より緊

密に議論を深め，引き続き，各大学等の公開講座の情報を一元化したチラシ作成等，備後地

域にとって意味のある６大学連携をめざして進めております。 

また，教育研究交流センター主催の公開講座は，大学が広く一般に知見を広める場でもあ

り，引き続き，当センターの重要な活動の場であり続けております。 

今年度につきましては，視点を大学の重要な役割である全７回の公開講座を開催いたし

ました。普段の生活では知ることのない，専門的で興味深いテーマを様々な側面から取り上

げ，新たな世界の再発見につなげていただくことを目的として，様々なジャンルで活躍され

ている方を講師としてお招きしました。 

さらに，７回目となる「ふくやまサイエンスフェスティバル」は，福山の子どもたちにも

人気が高い事業となってきており，今年度のフェスティバルも多くの子どもたちの参加が

得られました。 

当センターでは，学外へのアウトリーチ機能として，上述の公開講座等とともに，昨年度

より備後圏域の高等学校と地域探究活動に取り組む高大連携事業や，一般社団法人教育ネ

ットワーク中国が取り組む高校生向けの公開講座，また，急増している外国人市民との多文

化共生地域作り実践として，連続ワークショップや日本語支援を実施し，新たな地域貢献活

動にも取り組んできております。 

これら当センターの活動の成果を取りまとめ，年報として記録に残すことといたしまし

た。これも学内外の多くの方の支援の賜物であり，改めて感謝申しあげる次第です。 

来年度の取組内容も決まりつつあり，自信を持って新年度を迎えたいと思っています。 

今後とも，皆様のご意見やご要望も踏まえながら，創意工夫を凝らして活動内容を充実さ

せていく所存ですので，来年度以降も引き続きご協力いただきますようお願い申しあげ，発

刊のご挨拶といたします。 
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■福山市立大学教育研究交流センターの目的・概要 

 

１ 目的 

教育研究交流センターでは，全学の協力のもと，大学が有する知的資源を活用し，地域交流

及び生涯学習等に関する調査・研究並びに教育事業を行うとともに，地域連携及び国際交流等

に関する取り組みを推進し，本学の教育研究並びに地域社会の発展に寄与します。 

 

２ 業務内容 

教育研究交流センターは，公開講座などの学外向け事業の企画・立案を行うとともに，地域

課題と研究内容を結び付ける窓口として，各種の相談業務を行います。 

（１） 地域交流事業 

大学施設の一般公開事業など，地域に広く門戸を開放し，地域に親しまれ信頼される大学を

めざします。 

さらに，都市型キャンパスの好立地を生かし，様々な社会の担い手が集い，語り，共に学ぶ

環境づくりを進めます。 

 

（２）公開講座，連携事業，ワークショップ 

地域に関わる関心や興味深いテーマを様々な側面から取り上げる講演会を開催します。ま

た，少人数で参加型のワークショップを開講します。 

「びんご圏域」の大学等の連携を基盤に，地域の抱える問題の解決やアウトリーチ活動をよ

り発展させるため，圏域内の連携を図ります。 

 

（３）受託研究・共同研究事業 

大学教員や研究者のノウハウや蓄積を社会に還元していくため，地域のシンクタンクとして

の機能の充実をめざします。 

地域や産業界，行政などのニーズ（課題）の情報収集・分析を行うとともに，本学の研究機

能とをマッチングさせる窓口になります。 

 

（４）国際交流事業 

海外の教育機関との連携交流を推進し，学術の向上と地域貢献に寄与します。 

 

３ 所在地 

 福山市港町二丁目 19番 1 号 

福山市立大学内 管理棟 1 階 
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４ 福山市立大学の地域連携事業の推進体制 

    

   ≪地域≫           ≪窓口≫              ≪教員≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

●地域連携フェロー 

本学では地域との連携・交流を効果的に進めるため，地域連携・地域貢献活動で特に経験と

実績のある教員を「地域連携フェロー」として配置し，地域の課題に関する調査・研究，地域

連携のための連絡・調整等に取り組んでいます。 

 

教育研究交流センター

地域連携の総合窓口

大学事務局総務課連携担当

すべての連携事業を総合調整

地域連携フェロー

地域連携の推進を支援

事務局 総務課  

連携担当 
教育研究交流センター 
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■地域連携活動 

 

（１）地域連携事業 学生が関わった地域活動 

教員の指導のもと学生の学びを通じた地域活動によって，「キャンパスは街 学ぶのは未来」

のキャッチフレーズを実践します。 

 

①学生による地域活動 

関係人口創出 【海と山】関係人口モデル事業 

福山市内海町と山野町をモデル地域に，空き家再生や地域の魅力の発信を支援する。 

UTSUMI FISHERMANS FEST（うつみフィッシャーマンズフェスト） 

広島県福山市の島・内海町で，漁師と消費者が直接交流し，瀬戸内の魚の美味しさや人と

つながる楽しさを体感するイベントの企画・運営に協力。 

山野町おやまのいろどり秋市（フリーマーケット，ワークショップ） 

ぐるりと山に囲まれた，福山市北端のまち山野町の活性化に協力。 

福山駅前等歩道空間社会実験 OPEN STREET FUKUYAMA vol.4  

中心市街地の活性化を目的に，歩道空間等の活用による人の動きや流れを調査・分析に

取り組む。 

スリジエレーヴ 学生団体ｅｎ＋（エンプラス） 

「福山駅前で行う大学祭」をテーマに，近隣大学の学生団体，高校生サークルなどと連携

してイベントを開催する。 

福山市内で第 6 回ユネスコクラブ全国サミット開催！ 

参加した 4 大学（玉川大学，奈良教育大学，広島大学，本学）のユネスコクラブの活動

紹介やワークショップ（「平和」をテーマ）を行う。 

福山城築城 400 年記念事業 推進学生委員会 

2022 年の福山城築城 400 年に向けた記念事業の実行委員会・イベント部会に参画。 

歴史のまちづくり（地域の歴史，文化の調査活動） 

福山市千田町に伝わる「千塚おどり」の保存会との交流を通じて，歴史文化を次の時代に

つなげる調査活動に取り組む。 

学生ばらのまち推進委員会（福山ばらの日プロジェクト） 

福山市「ばらの日」を福山駅構内でＰＲ活動，アンケート調査を行う。 

備後デニムツアー 

福山のデニムに関わる企業を訪問。備後デニムについて探求し，新たな価値を創出！ 
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②学習・教育の支援                             

地域学習の支援 

（運営のサポート，学びを活かした

活動支援） 

・放課後子ども教室，土曜チャレンジ 

公民館などで行う活動をサポートする。 

・ワクワク学び隊 

夏休み，春休みの地域学習イベントをサポートする。 

高大連携事業 

（高校と大学の連携事業） 

■テーマごとの年間学習プログラム 

■地域探究の手法など指導助言 

■学生による事業支援 

 

・福山市立福山高等学校（2 年生・選択） 

①地域探究活動：テーマ「地域公共交通のあり方」 

②ビジネスプラン合同ワーク 

・広島県立福山葦陽高等学校（1 年生全員） 

 地域探究活動（福山市のまちづくり） 

・近畿大学附属広島高等学校・福山校（1年生全員） 

 地域探究活動（福山市のまちづくり） 

・広島県立府中高等学校（1 年生全員） 

 地域探究活動（府中学） 

・岡山県立笠岡高等学校（1 年生全員） 

地域学（笠岡市のまちづくり） 

中大連携事業 

（中学と大学の連携事業） 

■中学生の大学訪問 

■学生による事業支援 

・福山市立東中学校とのワークショップ 

～全員が「My SDGs」を伝えよう～ 

・福山市立培遠中学校の総合学習を支援 

 在学生へのインタビュー 

・福山市立鞆の浦学園英語特別授業 

 英語ボランティアガイドの活動を支援 

夏休み日本語チャレンジ教室 

■地域，公民館，学校，市民活動団体

と連携した取り組み 

■学生による教育と研究 

 

外国につながる子どもたちの学びを通して，多文化共

生のあり方，学習支援の研究に取り組む。 

ユネスコスクール支援 

（小中高校のＳＤＧs の学習を支援） 

ＳＤＧｓの学習支援として，大学での特別授業の開催，

各学校への出張講義などに取り組む。 

＜ユネスコスクール支援大学間ネットワークに加盟＞ 

子育て支援活動の支援 

こども食堂，遊び場などに取り組む団体の活動を支援

する。また，リノベーションなどによる交流の場づく

りへの協力にも取り組む。 
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（２）公開講座 

社会貢献として大学内での公開講座を開催するだけでなく，行政や企業，市民活動団体などと

連携して，持続可能な地域の発展に貢献する人材育成の講座・セミナーを行います。 

①主催事業  

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

私たちが歌う理由私たちが歌う理由 

－ コミュニカティヴ・ミュージカリティという視点から － 
2019/6/8 139 

暮らしを支える物流 －都市物流計画の変遷と将来－ 2019/7/6 131 

子どもとその家族の生きづらさを理解しあえる社会の実現を

目指して －「コウノドリ」の現場から考える小児医療・保

育・保健・療育・教育・福祉の連携 － 

2019/8/10 67 

福山の古墳文化 －「中央と周辺」の視点から－ 2019/10/5 100 

豊かな暮らしを支える物理学：電気・光・波 2019/10/12 79 

スポーツ・武道を通した人間形成 － 青少年を中心に － 2019/11/9 33 

『自分らしさ』ってなんだろう？ 

～心も体もいろいろ。彩り豊かでええじゃん！～ 
2019/12/7 50 

 

②共催事業 

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

びんご圏域 6 大学連携講座 2019/5/25 32 

キャリアデザイン✕ライフデザインセミナー① 

（マインドマップによる志向の整理） 
2019/6/8 68 

キャリアデザイン✕ライフデザインセミナー② 

（パブリック・ナラティブ） 
2019/6/29 22 

 

③協力事業 

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

備後圏域発達支援研究会 特別講演会 

「子どもの心とことばの育ち」 

～その子らしい育ちを地域で支える～ 

2020/2/15 167 
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（３）ふくやまサイエンスフェスティバル 

学齢児童を対象に，科学実験を楽しみながら体験し，学べる機会を提供することを目的として

開催します。 

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

2019 ふくやまサイエンスフェスティバル 2019/9/28 1,500 

 

（４）多文化共生 

国際化・多文化共生の理解を広げる取り組みの一つで，日本語能力が十分でない外国にルーツ

をもつ児童への学習支援を行います。 

①連続ワークショップ 

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

「私たちにもできることをめざして」 

  ～愛知県西尾市の多文化共生の取り組み～ 
2019/8/25 57 

やさしい日本語ってなんだろう 

 ～自分のことばを見直してみませんか～ 
2019/10/13 67 

「福山市における外国人雇用と入管法改正」 2019/11/24 38 

多言語医療通訳 

～コミュニティ通訳の役割とは～ 
2019/12/1 68 

「人は地域の財産」 

～人のもつ様々なちがいを乗り越え，安心して生老病死を 

受け入れられる共生社会の構築を目指して～ 

2020/2/11 38 

 

②日本語学習支援 

テ－マ 開催日 
参加者数

（人） 

夏休み 日本語 チャレンジ教室 

2019/7/27 19 

2019/7/30 16 

2019/7/31 19 

 

（5）兼職兼業 

審議会等委員・講演会等講師 

審 議 会 等 委 員 福山市関係 30 件（19 人）   福山市以外 55 件（25 人） 

講 演 会 等 講 師 福山市関係 40 件（21 人）   福山市以外 85 件（27 人） 
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（6）連携事業  

本学の知的・人的資源を活かしながら，行政や産業界と連携協力し，課題の解決に寄与する取

組を行います。 

 

①共同研究・受託研究など 

福山市水道施設におけるエネルギー最適化ソリューションに関する研究 

アクリル端材の再利用による壁面・空間装飾技術とアクリル加工技術の開発 

福山駅前公共空間の利用実態に関する調査提案と実践（アイネス福山） 

PR イベント（福山市立大学・福山大学・広島工業大学研究テーマ発表会） 

福山市立大学テーマ：スマートグラスを用いた AR 技術による作業効率化の検証 

 

②社会人セミナー 

事業名 内容等 

ＧＩＳ研修 ＧＩＳを活用した防災等の都市計画に関する研修 

エリアマネジメント講習 
中心市街地，卸団地などの事業者を対象に，持続可能な地域

づくりを考える 

水道事業健全経営化研修会 備後圏域内の各市町を対象にした研修会 

ネウボラ相談員研修 福山版ネウボラの推進を支援 

 

③大学間連携事業（事務局：福山市立大学） 

びんご圏域連携グローバル人材育成事業 

尾道市立大学・福山大学・福山平成大学との 4大学による講座・海外研修の開催 

びんご圏域 6 大学連携講座 

備後圏域内 6 大学による各大学の講座情報を共同発信 

備後圏域発達支援研究会 

県立広島大学・福山大学との 3 大学による調査・研究活動，講演会等の開催 
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