
基準１. 理念・目的

　領域： 使命・目的、教育目的　

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

・教育・福祉・医療・産業・司法のキャリア・パスに基づき、心理学の基礎と応用の知識を身
につけること、科学的な思考、プレゼンテーション、論文作成の技術と知識や技術を日常生
活や社会にいかすスキルを獲得すること、知識を自分のキャリアに結びつけ、科学的に探
求する態度を身につけることを目標とする。
・心理学基礎教育を礎に、対人援助が必要な領域で活躍できる人材または大学院での研
究をめざす人材を育成する。
・心理学の国家資格化(「公認心理師」）に対応できるカリキュラム構成を維持し、国家試験
対策の準備も進める。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目
１-１. 大学、学部、学科、研究センター及び委員会等のそれぞれの使命・目的および教育
目的を設定していますか。

点検項目 ① その意味・内容は具体的かつ明確ですか。

現状説明
福山大学の教育理念である「人間性の尊重と調和的な人格陶冶」にもとづき、初年次教育
から学生自身の心の成長を促し、対人援助を通して人間力の向上を目指している。

年度目標
公認心理師の国家試験の内容を吟味し、大学および学部の理念目的に沿った学科の理念
目標を再検証する。

年度報告
試験内容や傾向について教員間で共有するとともに、公認心理師資格に関連した講演も学
科構成員が全員受講し、国家試験や資格制度に関する理解を深めたが、学科の理念目標
については引き続き検討していく必要がある。

達成度 A

改善課題 学生の学修達成状況をふまえ、学科の理念目標について引き続き検討する。

根拠資料
①2019年度学生便覧
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明 公認心理師に対応した教育目標を設定している。

年度目標 公認心理師以外を目指す学生の教育目的を明確にしていく。

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料 ①2019年度学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ③ 社会の要請や背景の変化について検討していますか。

現状説明 公認心理師に求められる要請に対応できることを検討している。

年度目標 医療・福祉・教育・産業・司法の領域で心理師に求められる職務を検討する。

福山大学　人間文化学部 心理学科　令和元（2019）年度　自己点検・評価書



年度報告
試験内容や傾向について教員間で共有するとともに、公認心理師資格に関連した講演も学
科構成員が全員受講し、公認心理師に求められる職務についての理解を深めた。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 １-２. 使命・目的および教育目的の反映

点検項目 ① 使命・目的および教育目的に対し、教職員の理解と支持は得られていますか。

現状説明 学科会議を通して、学科の教職員が共通理解を持っている。

年度目標 教育目的の明確化、具体化について学科FDを実施する。

年度報告 学科の教育目的に関するFDを実施した。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② 学内外へ公表し周知していますか。

現状説明 学生便覧、学科のHPに公表している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
①2019年度学生便覧
②学科HP
③大学要覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ③ 中長期的計画へ反映していますか。

現状説明 教育目的を履行できるよう反映させている。

年度目標 現状を維持する

年度報告 現状通りであった。

達成度 A

改善課題 現状を維持する

根拠資料 ①2019年度学生便覧



次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ④ 三つのポリシーへ反映していますか。

現状説明 教育目的は3つのポリシーへ反映されている。

年度目標 現状を維持する

年度報告 現状通りであった。

達成度 A

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
①2019年度学生便覧
②学科HP
③大学要覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ⑤ 教育研究組織の構成との整合性は取れていますか。

現状説明 公認心理師カリキュラムに適した組織構成となっており、整合性はとれている。

年度目標
実習担当教員が交代したことから，2年後の演習・実習を見据えた教育研究組織を改めて
検討する。

年度報告
来年度開講となる演習科目も含め，実習担当教員が来年度着任することを踏まえたカリ
キュラムの担当者・内容を決めることができた。

達成度 S

改善課題 今後の演習・実習を見据えた教育研究組織について引き続き検討する。

根拠資料
①2019年度学生便覧
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

基準２.　 学生

　領域： 学生の受入れ、学生の支援、学修環境、学生の意見等への対応

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

学生の受け入れに関しては、今後さらなる効果的な広報活動を検討していく。具体的には、
教員各自が教育、研究、学生指導、社会貢献を果たすこと、そしてその結果をマスコミ、大
学ホームページ、学科ブログや年数回発行する｢心理学科NOW｣で公表することを通じて、
心理学科の魅力を伝える。また、学生による教育、研究、社会貢献活動も活性化を図り、学
生を成長させることで教育成果を社会に発信して、高校生や進路担当者が心理学科の魅
力を感じて、オープンキャンパス等に参加して体験し、受験へ結びつけられるよう努力する。
さらに、国家資格である公認心理師は学生募集に関係が深いため、定員を増加しても充足
できるかについて継続して検討していく。
　また、学生の支援等については、大学の理念・目的に沿って学生が学修に専念し、安定し
た学生生活を送ることを可能にする仕組み及び組織は、本学の教育理念に基づいて整えら
れ、心理学科全教職員が学生支援に努めている。そのツールとしてポータルシステムの「ゼ
ルコバ」を基軸としている。



2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ２-１. 学生の受入れ

点検項目
① 教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定と学内外への周知を行っています
か。

現状説明 学生要覧、学科のHPに公表している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科ホームページ　②学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れていることを検証し、学生受入れの改
善に生かしていますか。

現状説明 学科会議で検証している。

年度目標 昨年度作成したAO入試評価ルーブリックを実施，検証し，必要な修正を検討する。

年度報告 AO入試の入試評価ルーブリックについて学科ＦＤで検討を行った。

達成度 S

改善課題 AO入試の評価基準に関して継続して検証する。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❸ 入学生受入れ状況を昨年度及び今年度について検証し、その増減の原因を分析して
いますか。

現状説明 学科会議で検証し、原因の分析に努めている。

年度目標 現状維持

年度報告 公認心理師への関心は高く，オープンキャンパス参加者も引き続き増加傾向にあった。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❹ 入学定員に沿った適切な学生受入数を維持できていますか。出来ていない場合、どの
ような対策を実施していますか。

現状説明 50名の定員に対し、H28年度から継続して学生数の確保ができている。

年度目標 現状維持

年度報告 昨年度に引き続き入学希望者が定員を超えた。



達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度

中点検項目 ２-２. 学修支援

点検項目
① 学修体制の整備のため、どのような教員と職員等の間でどのような協働をしています
か。また、それを学内外に公表し周知していますか。

現状説明

学修体制の整備のため教員と職員が協働して、カリキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリ
シーに基づいてカリキュラムやカリキュラム・マップを作成し、必要に応じて見直しを図ってい
る。学修時間と単位数の関係など、修学に必要なことを学生便覧や教務の手引きで学生に
周知している。

年度目標 学外への公表について検討する。

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② 学修支援の充実のために、 TA(Teaching Assistant)等を有効に活用していますか。

現状説明
実験実習・リサーチ実習や心理学統計など学生にとって困難である実習・レポート作成の支
援にTAを活用している。また教養ゼミと基礎ゼミにおけるアクティブラーニングなどにSAを
活用している。

年度目標 TA、SAが必要な科目の更なる検討。

年度報告 3・4年生を中心に活用を行った。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料
①学科会議議事録
②SA経費計画調書

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ２-３. キャリア支援

点検項目
① 教育課程内外を通じて社会的・職業的自立に関するキャリア形成支援体制を整備して
いますか。

現状説明

1年次必修科目として「キャリアデザインⅠ」を開講し、入学時の段階から将来の進路選択に
対する意識を持たせている。2・3年次では選択科目に「キャリアデザインⅡ」および「キャリア
デザインⅢ」を設置し、インターンシップへの参加も促している。また、心理学科カリキュラム
の1年次配当科目として「心理学とキャリア」を配置している。インターンシップへの参加者は
H29年度9名、H30年度11名とまだ少ないのが現状である。



年度目標 インターンシップへの参加者の増加。

年度報告
インターンシップへの参加者は2018年度9名から、2019年度28名(3年生13名、2年生13名、1
年生2名)と大幅に増加した。ただし1年生の参加はまだ少ない。

達成度 S

改善課題 １年生からの呼びかけを継続していく。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❷ 卒業生の進路に関する過去３年間に亘る資料を収集し、検証していますか。

現状説明 自己点検時に資料を収集し、就職委員を中心に検証している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❸ 資格取得やインターンシップを支援する体制を整備していますか。

現状説明

2年次には「メンタルヘルスマネジメント検定第Ⅲ種」、3年次には「心理学検定」の資格取得
支援のため、受験料の補助を受けている。また「メンタルヘルスマネジメント検定第Ⅲ種」に
ついては「健康心理学」の授業で、「心理学検定」は「基礎ゼミ」で学習支援を実施している。
これらの支援体制整備の結果、合格率は62.5%、47.9%（3年生のみであれば35.9％）といず
れも前年度を上回っている。

年度目標 合格率向上を目指した基礎ゼミ、授業での支援体制の継続。

年度報告
適切に実施された。合格率はメンタルヘルスマネジメント検定第III種は54.6%、心理学検定に
ついては52.1%（3年生のみであれば43.3％）と前年度を上回った。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❹ 就職指導を適切に行い、就職の質及び内定率の向上に取組んでいますか。

現状説明

3年次から就職ガイダンスが実施され、就職委員を中心に指導を行っている。大学主催の学
内ガイダンスへ学科長や就職委員が出席している。学科内で卒業生および4年生内定者の
就職体験発表会も実施している。学科別進路状況を随時把握して、就職委員会で検証され
ている。H29年度の就職内定率は96.6%であった。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。2019年度の就職内定率は93.3% (3/8時点) であった。

達成度 S



改善課題 現状維持

根拠資料 学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ２-４. 学生サービス

点検項目 ❶ 学生生活の継続のための経済的支援は実施されていますか。

現状説明
入学時に本学の奨学金を獲得している学生に対しては、奨学金継続のための成績維持を
個別面談を通して支援している。また、日本人学生、留学生ともに外部団体による奨学金に
ついて、随時担任を通して学生に情報提供し、書類作成等において支援をしている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科会議議事録、学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❷ 種々のハラスメントの発生防止に取組んでいますか。

現状説明
福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関するガイドラインが制定され、相談窓口として
学部にハラスメント相談員を2名配置している。一連の手続き等は大学のHPに掲載されてお
り、1年生のオリエンテーション時に学生たちに周知されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❸ 課外活動(サークル活動、留学等の国際交流、社会貢献活動を含む)の活性化のため
に、どのような取組みを行っていますか。

現状説明
大学で実施される課外活動については、各学年のゼミ時に学生に周知している。また、福
祉・教育領域の学科に募集がくる課外活動についても、ゼルコバや掲示板で周知し、積極
的な参加を勧めている。ゼミ単位での課外活動も活発に実施されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状を維持している。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 ①学科会議議事録



次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ２-５. 学修環境の整備

点検項目 ① 校地、校舎等の学修環境の整備と適切な運営・管理をどのように実施していますか。

現状説明
建物等の設備は大学全体の点検に従っている。廊下へは什器類など設置せず出入口と非
常口が確保できるようにしている。また、廊下等の業者委託部分以外は、清掃担当を明確
にして、各教室内の整頓、ゴミを長期間放置しないなど安全・衛生面指導を徹底している。

年度目標
・23号館に開設される学科附属こころの健康相談センターの相談環境の整備
・SIP29の提言による29号館館内アメニティの整備

年度報告 23号館は計画通り整備された。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② ICT教室、実習・実験施設、図書館等を活用していますか。

現状説明
統計や心理学実験を中心に29号館のパソコン室及びICT教室を使用している。また、教養
ゼミでは図書館での文献検索を授業に取り入れている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 H31年度シラバス

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ 施設・整備のバリアフリー化やアメニティースペースの確保など、学生の利便性を高め
るために、どのように取組んでいますか。

現状説明
学科独自のバリアフリー化は難しいが、助手およびSIP29の学生が主体となり、ウォールペ
イント、花壇、館内表示など環境整備を実施している。

年度目標
・SIP29の提言による29号館内アメニティの整備
・23号館のこころの健康相談センターの整備

年度報告 23号館は計画通り整備された。

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料
①学科会議議事録
②こころの健康相談センター運営委員会議事録

次年度の課題
と改善の方策



点検項目 ④ 授業を行う学生数等を考慮した適切な施設・設備上の管理をしていますか。

現状説明
パソコン使用の授業のために、29号館パソコン室の整備を行っている。29号館内に大人数
が収容できる教室及びアクティブ・ラーニングができる教室がないため、教室確保が難しい
状況も生じている。

年度目標
・学科会議で適宜検討する。
・学部生の演習・実習授業に支障がないよう、23号館の施設整備を進める。

年度報告
23号館の施設整備を行った。しかし、入学者数の増加にともない、29号館のパソコン室及び
ICT教室での実施が困難な実習授業もあらわれはじめている。そのため、BYODで普通教室
でもICT教室と同等の内容で授業を実施できるように什器・機器類の導入を検討している。

達成度 A

改善課題
BYODで普通教室でもICT教室と同等の内容で授業を実施できるように什器・機器類の導入
を検討している。

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❺ 施設・設備の管理において、防災・防火の観点から整備点検を行っていますか。

現状説明

建物等の設備は大学全体の点検に従っている。室内の備品は書架など転倒防止を行い、
廊下へは什器類など設置せず出入口と非常口が確保できるようにしている。また、消防用
の非常用侵入口周辺に大型什器を設置せず、緊急時に備えている。電気火災防止のため
の清掃、冬期のストーブ等の持ち込み禁止など、火災の原因となることを回避している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❻ 施設内に保管している劇物・危険物の管理において、安全管理の観点から管理システ
ムを整備していますか。

現状説明 29号館内に劇物・危険物はないため、管理システムの整備はしていない。

年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❼ 学生及び教職員の安全確保のために、各部署に適切な安全管理教育の実施、災害時
避難マニュアルの作成及び防災訓練等を実施していますか。

現状説明 全学の方針に従っている。マニュアルの配布、防災訓練の実施。



年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 危機管理マニュアルの集中

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ２-６. 学生の意見・要望への対応

点検項目
① 学修支援に関する学生の意見・要望を把握する体制やその分析と検討結果を活用する
体制を整備していますか。

現状説明
全学年で年間を通じて複数回のゼミ担任による個別面談を実施し、学習支援に関する学生
の意見や要望を聞いている。またそこで出た要望等は学科会議で共有され、対策が検討さ
れている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料
①学科会議議事録
②zelkova上の学生カルテ（学生相談記録）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② 心身に関する健康相談、経済的支援をはじめとする学生生活に関する学生の意見・要
望を把握する体制やその分析と検討結果を活用する体制を整備していますか。

現状説明
全学年で年間を通じて複数回のゼミ担任による個別面談を実施し、心身に関する健康や経
済的支援の必要性について確認し、必要に応じて保健管理センター（看護師、心理士）の利
用を勧めている。また情報は学科会議で共有され、対策が検討されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料
①学科会議議事録
②zelkova上の学生カルテ（学生相談記録）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ 学修環境に関する学生の意見・要望を把握する体制やその分析と検討結果を活用する
体制が整備されていますか。

現状説明
学生によるSIP29を通じて学修環境に関する学生の意見・要望を把握、及び個別面談時の
意見収集をし、学科会議で情報共有及び対策の検討をしている。

年度目標 現状維持



年度報告 現状維持

達成度 S

改善課題 現状維持

根拠資料 学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

基準３.　教育課程

　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

人々の心の健康の保持増進に寄与するために、心理支援を念頭に置いて、人間の心のは
たらきや行動について総合的に教育する。保健医療、教育、福祉、司法・犯罪、産業・労働
等の諸分野で、心理学の専門的知識と方法を応用できる地域の中核的役割を担う人材や、
公認心理師として活躍する人材を育成することを目的とする。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ３-１. 単位認定、卒業認定、修了認定

点検項目 ① 教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーは、学内外に周知されていますか。

現状説明
公認心理師受験資格に対応する新たなディプロマ・ポリシーが学生便覧及び学科HPを通じ
て周知されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科ディプロマ・ポリシー)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基
準（ルーブリック等の評価指標を含む）等の策定はどのように行われ、学内外に周知してい
ますか。

現状説明
学科会議における全教員による審議及び学科FDで策定され、学生便覧・学科HPで周知さ
れている。新年度にはオリエンテーション時に学生に資料の配布と説明を実施している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (進級・卒業に必要な年次別累積単位数)
② 学科HP
③ 2019年度新入生・在学生オリエンテーション資料



次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ 単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等を公表し、厳正に適用され
ていますか。

現状説明
単位認定基準はシラバスに、進級基準及び卒業認定基準は学生便覧に記載されており、
新学期オリエンテーション時に学生に周知されている。また学科会議で厳正な適用が検証
されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (進級・卒業に必要な年次別累積単位数)
②学科HP
③ 2019年度新入生・在学生オリエンテーション資料

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ３-２. 教育課程及び教授方法

点検項目 ① カリキュラム・ポリシーを策定し、学内外に周知していますか。

現状説明
公認心理師資格に応じた新たなカリキュラム・ポリシーが学科会議の審議を通して策定さ
れ、学生便覧及び学科HPで周知されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科カリキュラム・ポリシー)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの間に一貫性がありますか。

現状説明 ディプロマ・ポリシーに沿ったカリキュラム・ポリシーが作成され、一貫性がある。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科ディプロマ・ポリシー，カリキュラム・ポリシー)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策



点検項目 ③ カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程を体系的に編成していますか。

現状説明
学生が段階的かつ体系的に共通教育科目や心理学の専門教育科目を履修し、目標を達成
できるようカリキュラム・ポリシーに沿って、体系的に学べる教育課程を編成している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科カリキュラム・ポリシー、心理学科配当表、心理学科カリ
キュラムマップ)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ④ 教養教育は専門教育とともに十分に実施されていますか。

現状説明 全学の方針に従っている。また1年生には教養ゼミ等で教養教育を実施している。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科配当表，心理学科カリキュラムマップ)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ⑤ 教授方法を工夫・開発（ICTの活用を含む）し、効果的に実施していますか。

現状説明 アクティブラーニングやICTの活用される授業が複数ある。

年度目標 新たな工夫や開発がされている授業について学科教員間で情報共有する。

年度報告 教員間で随時情報共有を行った。

達成度 S

改善課題 引き続き教授方法の工夫や開発を行う。

根拠資料

① 2019年度シラバス
② 学長室ブログ (https://www.fukuyama-u.com/blog/15769/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/17820/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30731/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/30216/)

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ⑥ディプロマ・ポリシーと卒業判定の整合性を考えていますか。

現状説明
心理学の基礎と応用の知識を身につけること、科学的な思考、プレゼンテーション、論文作
成の技術、心理学の知識・技術を日常生活や社会にいかすスキルを獲得することなどで卒
業判定は実施されており、ディプロマ・ポリシーと整合性がとれていると考えられる。

年度目標 現状維持



年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料
① 2019年度学生便覧 (心理学科カリキュラムマップ)
② 学科HP

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ３-３. 学修成果の点検・評価

点検項目
① 全学及び各学科等のアセスメントポリシーの活用も含め、三つのポリシーを踏まえた学
修成果の点検・評価方法の確立とその運用をどのように検証していますか。

現状説明
全学及び学科のカリキュラムポリシーに基づいた科目が整備されており、評価方法はシラ
バスに記載されている。それらの適切性はシラバスチェックで検証されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
① 2019年度シラバス
② 2019年度シラバス点検シート

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② 教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての学修成果の点検・評価結果のフィー
ドバックはどのように実施されていますか。学修成果の点検・評価結果を教育内容・方法
及び学修指導等の改善につなげていますか。

現状説明
授業アンケートで学修指導・成果の評価結果を教員及び学生にフィードバックしている。報
告書を以て、各教員が次年度の学修指導の改善につなげている。また、学科会議で優れた
学修指導についての情報交換をしている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料
① 2019年度授業評価アンケート
② 2019年度授業評価アンケート結果に対する報告書

次年度の課題
と改善の方策



2019年度 人間文化学部　心理学科

基準４.　教員・職員

　領域： 教学マネジメント、教員・職員配置、研修、研究支援

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

心理学科は基礎心理学及び応用心理学，臨床心理学と幅広い領域の心理学を担当できる
教員で構成されている。それぞれの分野の研究を志向するとともに（科研費は全員応募）、
教育にも熱意を持ち（授業評価は全学平均を上回る）、フィールドでも学生を指導できる教
員を採用するようにしている。また、学内の役職にも就き校務にも積極性を持つ教員を採用
し（学長、学部長、研究科長、入試委員長等を輩出してきた）、心理学科のみならず人間文
化学部や大学全体の将来を担える人材を募集している。
今後は国家資格公認心理師のカリキュラムに対応できる教員を採用していく。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ４-１．教学マネジメントの機能性

点検項目
① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップが確立され、
それが発揮されていますか。当該部署の長は当該部署の教学マネージメントにおいて適
切にリーダーシップを発揮していますか。

現状説明
学長のリーダーシップは確立され、発揮されている。心理学科の教育は、学科長のリーダー
シップの基、学科会議で審議・決定されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 A

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② 当該部署では、教職員間で権限・役割を適切に分散し、かつそれぞれの責任を明確化
した教学マネジメントを実施していますか。

現状説明
心理学科では毎年教育・運営に必要な仕事について、全教員及び職員で役割分担できるよ
う学科会議で審議・決定している。

年度目標 必要に応じて、役割における責任の明確化を学科会議で検討する。

年度報告 学科会議で検討し，役割と責任を明確化した。

達成度 A

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ 職員の配置と役割の明確化などにより、教学マネージメントの機能性を高めています
か。

現状説明
2名の職員を学科の仕事に主に従事する者と、学科附属こころの健康相談センターに主に
従事する者に分け、教学マネージメントの機能性を高める努力をしている。

年度目標 役割の明確化ができているか適宜学科会議で検証する。



年度報告 学科会議で，役割の明確化をしっかりと議論し，検証した結果，機能性が高められた。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ４-２. 教員の配置・職能開発等

点検項目
① 当該部署の教育目的及び教育課程に即した資質を有する教員を配置していますか。ま
た、当該部署の適切な運営及び継続性を担保する構成（性別、年齢、職階等）となってい
ますか。

現状説明
心理学における各専門領域における教育目的に即した資質を有する教員が配置できてい
る。また、性別・年齢は適切な構成となっている。

年度目標 心理学科の適切な運営に繋がる職階構成を目指す。

年度報告
教員の配置および構成について，2019度4名の新任教員と１名の職員が配置された。
2020度より，講師1名増員，准教授が教授，助教が講師と昇進することとなった。

達成度 S

改善課題 教育目的に即した，教員配置をさらに検討する。

根拠資料
①学科会議議事録
②学部教授会議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❷ 大学設置基準、教職課程等の資格養成機関に求められる教員数を確保していますか。

現状説明 確保されている。

年度目標
2019年度より大幅にスタッフが入れ替わるため、資格養成機関に求められる教員数の確保
が出来ているかの検証する。

年度報告
検証の結果，教員数が確保できていると考えられた。
業務の質と量の向上のため，２０２０年度に１名教員が増員される。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②学部教授会議事録
③研究科委員会議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ FD(Faculty Development；教育内容・方法等の改善)をはじめとする教員の資質向上に
向けた取組みを行っていますか。

現状説明 学科独自のFDを年に複数回実施している。

年度目標 現状維持

年度報告 学科FDを3回実施した。



達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ４-３. 職員の研修

点検項目
① SD(Staff Development；教職員の個々の職能開発)をはじめとする大学運営に関わる教
職員の資質・能力向上と教職協働への取り組みを実施していますか。

現状説明
学科独自には実施していないが、学科FDに助手も参加しており、全学FDに参加するように
している。

年度目標 現状維持

年度報告 学科FD（3回）に助手も参加し，全学FD/SDにも参加した。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❷ 大学運営の効率改善のために ICTの活用を推進していますか。

現状説明
講義ではゼルコバ、セレッソを活用している。学科会議，委員会連絡等はoffice365を活用し
ている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ４-４. 研究支援

点検項目
① 研究に専念する時間の確保、研究室の施設設備の整備等の研究環境を適切に管理し
ていますか。

現状説明
授業以外に大学運営に関わる業務に時間を取られている教員が多く、研究時間が確保さ
れているとは言い難い。研究室の施設環境も整備されているとは言い難い。

年度目標
2019年度からの新任教員の研究環境に関する情報収集をし，研究環境整備について予算
化していく。

年度報告 予算申請に際して学科会議を通じた意見収集がなされた。

達成度 A



改善課題
研究環境の共有や設備の共有が必要と考えられる。
研究環境整備について予算化していく。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ② 研究倫理の確立(規則の整備や検査等)と厳正な運用が行われていますか。

現状説明
全学の方針に従い、教員・学生ともにコンプライアンス研修に参加している。必要な資料の
配布も行っている。

年度目標 現状維持

年度報告 教員全員及び学生がコンプライアンス研修に参加した。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ③ 研究活動への資源の配分や運用は適正に行われていますか。

現状説明 個人研究費は前年度業績に応じて適正に配分されている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科長会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❹ 公的研究費の運営・管理（ガイドライン等）が整備され、周知されていますか

現状説明 整備されており、かつ周知もされている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策



2019年度 人間文化学部　心理学科

基準６.　 内部質保証

　領域： 組織体制、自己点検・評価、ＰＤＣＡサイクル

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

・人間文化学部自己点検評価委員会を中心に、学部として主体的に活動を行えるような体
制を構築している。心理学科に関しては昨年度90%の収容率があるため、学部方針に準拠
しながらも学科独自に教育研究活動や学生支援活動、地域貢献活動に力を入れていき、内
部質保証を高め、ひいては学生募集の恒常的安定化を図る。
・PDCAサイクルを確立する。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ６-１. 内部質保証の組織体制

点検項目 ① 内部質保証のための組織を整備し、責任体制を確立していますか。

現状説明 人間文化学部自己点検評価委員会および外部による評価委員会により実施されている。

年度目標 現状維持

年度報告 年度目標を達成した。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料
①学科長会議議事録
②人間文化学部教授会議事録
③自己点検評価に関する全学規定，学部細則

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ６-２. 内部質保証のための自己点検・評価

点検項目
① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価が実施され、その結果を当該部
署の教職員が共有していますか。

現状説明
自己点検は毎年全学の自己点検評価スケジュールに沿って、学科教員全員が関わって自
己点検報告書・計画書を作成している。またその内容を学科教員全員で確認し、学科会議
で承認されている。

年度目標 現状維持

年度報告 年度目標を達成した。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②自己点検評価書

次年度の課題
と改善の方策



点検項目
② IR(Institutional Research)等を活用した十分な調査・データの収集と分析を行っていま
すか。また、その結果を改善に活かしていますか。

現状説明

IRの活用について学科会議で話し合われているが、十分にIRを活用したデータ収集、分析
が実施されているとは言い難い。他方，昨年度公認心理師制度が始まったことに際して，学
生に対して資格取得希望調査を行う等，新資格に関する学科独自の調査を行っている。現
在は調査段階であり，改善は今後計画する必要がある。

年度目標 全学の方針に従い、収集されたデータの活用について学科会議で検討する。

年度報告 年度目標を達成しているとは言えない。

達成度 B

改善課題 全学のIR活用について検討する。

根拠資料

次年度の課題
と改善の方策

今後は全学のIRに加えて，学科独自に公認心理師制度に関するデータ収集と分析を充実さ
せる。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 ６-３. 内部質保証の機能性

点検項目
① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体のPDCAサイクルの仕組み（シ
ステム）をどのように確立し、その機能性を検証していますか。

現状説明
自己点検結果に基づいて改善策を学科会議で検討・実施しているが、機能性の検証はされ
ているとは言い難い。

年度目標 PDCAサイクルの検証方法を検討する。

年度報告 PDCAサイクルが機能しているとは言いがたい。

達成度 Ｂ

改善課題

昨年度公認心理師資格制度が始まりそれに係る実習が教員と学生に与える負荷は多大な
ものである。現段階では大学院と同時に学科の実習関係業務が重複しているわけではない
が，近い将来業務が増えることになる。今後も人事配置の適切性を学科の自己点検評価で
確認し，機能性の検証もしていく。

根拠資料

次年度の課題
と改善の方策

人事配置の適切性の点検。

点検項目 ❷ 教職員のコンプライアンスを確立するための体制を整備していますか。

現状説明
FD研修として科研費制度に関する説明会が実施された。また学部教授会でハラスメントに
関する事例報告が行われている。学部教授会，学科会議で学部長・学科長から規範順守が
要請されている。

年度目標 現状維持

年度報告 FD研修において科研費制度について講習を受け，規範順守の項目を再確認している。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料 ①cabinet-karin\情報公開\研修\【20200302発表資料】（福山大学）科研費説明会資料

次年度の課題
と改善の方策



2019年度 人間文化学部　心理学科

基準７.　 福山大学ブランディング戦略

　領域： 本学独自基準と点検・評価

2019年度 人間文化学部　心理学科

中長期計画

福山大学研究推進委員会が組織され、本学のブランディング推進のための研究プロジェク
トの目指す方向として「里山・里海の自然の把握」「里山・里海の資源利用と経済循環」「里
山・里海の歴史・文化的理解」「里山・里海のひと・まち・くらしの創造」の4つの研究テーマを
設定し、平成29年度文部科学省私立大学研究ブランディング事業には特に「里海」に焦点
を当て申請して採択されている。心理学科が備後地域のひと・まち・暮らしの創造のテーマ
で協力できるテーマ，方法を検討していく。

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 7-1. 福山大学ブランディング戦略の推進

点検項目
❶ 福山大学ブランディング戦略 (ver. 2018) の概略について当該部署の学生及び教職員
への周知を進めていますか。

現状説明 教職員への周知はできているが、学生への周知はされていない。

年度目標 学生への周知を進める。

年度報告

ブランディングの柱を「公認心理師」と「福山大学×犯罪心理学」と捉え、学生に周知した。
「公認心理師」については、オリエンテーションでの説明やセミナーの開催を通して周知させ
たほか、「福山大学×犯罪心理学」については新たにチラシを作成し、29号館に掲示したり
配布したりした。

達成度 A

改善課題 引き続き、学生への周知を進める。

根拠資料

①学科オリエンテーション資料
②「公認心理師」セミナーに関する学長室ブログ（https://www.fukuyama-
u.com/blog/31527/）
③「福山大学×犯罪心理学」に関する学長室ブログ（https://www.fukuyama-
u.com/blog/30731/，https://www.fukuyama-u.com/blog/17820/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/15769/）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❷ 福山大学はブランディングを「広告ではなく、社会に貢献する観点から他にはない固有
の魅力を引き出して他との区別化を図り、社会から選ばれること」と捉えています。この観
点からブランディングにどのように取組んでいますか。

現状説明 現在学科として取り組んではいない。

年度目標
福山大学が取り組んでいるブランディング授業のうち，「里山・里海のひと・まち・暮らしの創
造」のテーマで心理学科が協力できることがあるか学科会議で検討する。

年度報告

学科会議で検討したが，「里山・里海学」に特化したテーマの抽出は心理学科としては困難
であった。ただし，地域社会への貢献という点では，「子育てステーション」，「ひなた教室」，
「地域安全マップ活動」，「サイバー防犯ボランティア活動」等の各種ボランティア活動の充
実が挙げられ，このような地域に根差したボランティア活動の積極的な推進は，ブランディン
グに貢献するものと考える。また，「公認心理師」や「福山大学×犯罪心理学」、「ものづくり
×心理学」といった福山大学心理学科ならではの魅力を積極的に発信し，社会から選ばれ
るブランディングを推進した。

達成度 A

改善課題 今後も積極的に魅力の発信を行う。



根拠資料

①ボランティアに関する学長室ブログ（https://www.fukuyama-u.com/blog/31619/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/28542/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28522/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/31525/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30825/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/30725/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30599/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/28508/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28498/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/19224/，https://www.fukuyama-u.com/blog/16735/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/13663/）
②作成したチラシ（学科Twitter：
https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/1224835091043512320）
③「福山大学×犯罪心理学」及び「ものづくり×心理学」に関する学長室ブログ
（https://www.fukuyama-u.com/blog/31907/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30731/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/30216/，https://www.fukuyama-u.com/blog/19229/，
https://www.fukuyama-u.com/blog/17820/，https://www.fukuyama-u.com/blog/15769/）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目

❸ 福山大学ブランディング戦略では「備後地域の産学官民連携を推進し、地域の教育資
源を最大限に活用して人間性を高め、地域を愛し、地域で活躍し、地域から国際社会につ
ながる『未来創造人』を育成すること」を方針としています。当該部署は、この方針の実現
にどのように取組んでいますか。

現状説明
心理学科は地域で活躍する人材育成を目標としており、地域における学生のボランティア
活動、社会連携、地域で働く心理職を講師として招くなどをしている。

年度目標 現状維持

年度報告
地域における学生のボランティア活動，社会連携活動を推進した。地域で働く心理に関わる
職を持つ方々の他，心理職に就く著名な講師を複数回招聘し，学生のモチベーション向上
に努めた。

達成度 Ｓ

改善課題 今後も積極的な活動を推進していきたい。

根拠資料

①2019年度心理学科シラバス
②学長室ブログ（https://www.fukuyama-u.com/blog/31527/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/15769/，https://www.fukuyama-u.com/blog/17820/）
③研究科HP（https://www.fukuyama-u.com/grad/grad-human-culture/grad-human-
sciences-want-to-know-more/#link-c）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❹ 福山大学ブランディング戦略では、福山大学が備後地域の知の拠点として地域と共に
育ち、地域創生に貢献することを目標としています。この目標の実現に向けて、どのような
取組をし、その成果をどのように検証していますか。

現状説明
教員が個人的に社会連携で活動し、地域に貢献しているが、その成果の検証はされていな
い。

年度目標 学科会議で教員の地域創生への取り組みについて検証していく。

年度報告

これまでは各教員が社会連携で個々に活動，貢献してきたものであるが，今年度はその包
括的な枠組みを整えるよう尽力した。その成果として，備後圏域経済・文化研究センターの
設立やその内部規定の確定がなされたほか，広島県警察本部生活安全部と福山大学人間
文化学部との協働事業契約が締結された。

達成度 A

改善課題 今年度成立した枠組みを十分に生かし、地域創生への更なる貢献と成果検証を行いたい。



根拠資料
①備後圏域経済・文化研究センター内規
②広島県警察本部生活安全部との協働事業契約書

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❺ 福山大学ブランディング戦略では、建学の理念に基づき、「地域の中核となる幅広い職
業人」を、育成する人材像としています。そのために、どのような取組をし、その成果をどの
ように検証していますか。

現状説明
地域で活躍する人材育成の目標を具体化するカリキュラム・ポリシーに基づいたカリキュラ
ムを整備しているが、卒業後の成果の検証はされていない。

年度目標 卒業生の地域社会における教育の成果を情報収集し，教員間で共有する。

年度報告
卒業生の卒業後の活躍について個別に調査し，インタビューを実施したり大学に来てもらっ
たりすることで教員間で情報共有した。また，情報を対外的にも発信することにより，ブラン
ディングの確立に努めた。

達成度 S

改善課題 より広く卒業後の成果検証を実施するための方法を検討していく。

根拠資料

①学科HPの卒業生インタビュー（https://www.fukuyama-u.com/human-posts/886/）
②学科HPの卒業生マガジン（https://www.fukuyama-u.com/wp-
content/uploads/2019/11/%E5%8D%92%E6%A5%AD%E7%94%9F%E3%83%9E%E3%82%AC%E3%8
2%B8%E3%83%B3_2019.pdf）
③学科Twitter（https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/1233170020097609728，
https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/1232807635444850689，
https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/1231358079851085824，
https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/1212876245903396864，
https://twitter.com/fukuyama_shinri/status/415277888355594240）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❻ 福山大学ブランディング戦略が掲げる「備後地域との密な連携のもとに進める教育研
究」としてどのような取組をし、その成果をどのように検証していますか。

現状説明 教員及びゼミ活動で、地域連携に取り組んでいるが、成果の検証はされていない。

年度目標 成果の検証の方法を検討していく。

年度報告 教員及びゼミ活動で地域連携に取り組んでおり，一部を成果として発表できた。

達成度 A

改善課題 発表出来ていない成果の検証については引き続き検討する必要がある。

根拠資料

①人間文化学部紀要（https://fukuyama-
u.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&ite
m_id=8929&item_no=1&page_id=31&block_id=65）
②学長室ブログ（https://www.fukuyama-u.com/blog/13158/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/13663/，https://www.fukuyama-u.com/blog/13398/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/16735/，https://www.fukuyama-u.com/blog/19224/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/28542/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28498/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/30725/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28522/）

次年度の課題
と改善の方策



点検項目
❼ 福山大学ブランディング戦略が掲げる「学問にのみ偏重しない全人教育」としてどのよう
な取組をし、その成果をどのように検証していますか。

現状説明
学部の学生サポーター活動、心理学科独自のボランティア活動、ゼミ活動を通じて全人教
育に取り組み、心理学課題実習及び卒業ゼミの評価基準に加え、成果の検証としている。

年度目標 現状維持

年度報告 現状通りであった。

達成度 S

改善課題 現状を維持する。

根拠資料

①心理学課題実習及び専門ゼミの評価基準資料
②学生サポーター活動に関する学長室ブログ（https://www.fukuyama-
u.com/blog/15008/，https://www.fukuyama-u.com/blog/13665/）
③ボランティア活動（https://www.fukuyama-u.com/blog/31619/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/28542/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28522/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/31525/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30825/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/30725/，https://www.fukuyama-u.com/blog/30599/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/28508/，https://www.fukuyama-u.com/blog/28498/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/19224/，https://www.fukuyama-u.com/blog/16735/，https://www.fukuyama-
u.com/blog/13663/）

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 人間文化学部　心理学科

中点検項目 7-2．福山大学ブランディング推進のための研究プロジェクト

点検項目
❶ 当該部署では全学的に展開しているプロジェクト研究の「瀬戸内の里山・里海学」にど
のように取組んでいますか。

現状説明 現在は取り組んでいない。

年度目標 今後取り組める可能性を検討する。

年度報告 取り組めていない。

達成度 C

改善課題 心理学科と全学的なブランディングとの関連性が明確ではない。

根拠資料

次年度の課題
と改善の方策

直接的な関連でなくとも，地元の企業と連携したものづくりと心理評価に関する研究や，地
元の小学校における防犯活動の研究，地元の病院や教育現場・子育て現場への支援に関
する研究等で，地元への包括的な支援を目標とした研究を推進する。

点検項目
❷ 福山大学ブランディング研究に必要な内部資金及び外部資金をどのように獲得してい
ますか。

現状説明 学内研究助成金への応募、及び全教員の科研費応募。

年度目標 現状維持

年度報告
採択率は現状維持であった。「福山大学×犯罪心理学」については、学内の研究・教育支
援基金（犯罪心理学を応用した安全・安心まちづくりプロジェクト基金）も立ち上げ、広く資金
を募っている。

達成度 A

改善課題 現状維持に努める。



根拠資料
①専任教員による2019年度実績報告書
②犯罪心理学を応用した安全・安心まちづくりプロジェクト基金のページ
（https://www.fukuyama-u.com/kikin/details/#kikin25）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ❸ 福山大学ブランディング研究の成果をどのように社会に発表していますか。

現状説明 学術雑誌や紀要への論文及び国内外の学会における研究発表。

年度目標 現状維持

年度報告 ほぼ現状維持であった。

達成度 A

改善課題 個人差があるため全員が業績をつくるような動機づけと環境整備が必要である。

根拠資料
①心理学科研究者一覧（https://www.fukuyama-
u.com/human/psychology/psychology_faculty-member/）

次年度の課題
と改善の方策


