
基準１. 理念・目的

　領域： 使命・目的、教育目的　

2019年度 生命工学部

中長期計画

生命工学部の目的を、生命工学部規則第1条の２に「生命工学部においては、生命の仕組
みを解明し、生物資源、環境、栄養・健康等、人類の抱える諸問題を解決する理論、技術、
手法に関する教育・研究を行う。これらを通して、社会の要請に応えうる確かな能力を備え
た人材の養成を目的とする」と定めている。また、生命工学部の教育目的として学部の三つ
のポリシーと共に学生便覧に掲載している。
　一方、生命工学部を構成する海洋生物科学科、生物工学科、及び生命栄養科学科の3学
科の目的を、生命工学部規則第２条の２に定めている。また、３学科の教育目的もそれぞれ
の三つのポリシーと共に学生便覧に掲載している。生命工学部の３学科は、常に教育内容
の見直しを行い、結果に対応したカリキュラムを策定してきた。今後も同様に継続する。３学
科の使命・目的に関する具体的な中長期計画の概要は以下の通りである。必要が認められ
れば見直しを行う。
　学部及び３学科の使命・目的、及び教育目的について、その適切性を検証する学部FDを
毎年開催して、改訂が必要と判断された場合には見直しを行う。

2019年度 生命工学部

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は、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

　生命工学部規則第1条の２に、「生命の仕組みを解明し、生物資源、環境、栄養・健康な
ど、人類の抱える諸問題を解決する理論、技術、手法に関する教育・研究を行う。これらを
通して、社会の要請に応えうる確かな能力を備えた人材の養成を目的とする。」と具体的か
つ明確に定めている。

年度目標 2019年度は現在の学部の使命・目的及び教育目的を継続する。

年度報告
学部の使命・目的及び教育目的は2018年度と同様であった。内容は明確であるが、生物工
学科と生命利用科学科については、内容の見直しと受験生に周知する方法を検討する必要
があるかもしれない。次年度の課題である。

達成度 　S

改善課題
生物工学科と生命利用科学科については、使命、目的、及び教育目的について内容の見直
しと受験生に周知する方法を検討

根拠資料
①　学生便覧2019
②　大学案内2019

次年度の課題
と改善の方策

生物工学科と生命栄養科学科に対して、使命、目的、及び教育目的の見直しの必要性の検
討を要請する。

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明

本学部では、平成26年度より「瀬戸内を醸す教育プログラム」を立ち上げた。まず生物工学
科では「瀬戸内の里山からはじまる、食と環境のバイオサイエンス」というメインテーマを打ち
立てて、教育・研究の改革と学科のポリシーの明確化を図っている。また、海洋生物科学科
は、水族館施設や、フィールドでの実験・実習に適する穏やかな瀬戸内海に面した因島キャ
ンパスなど、本学の特色を最大限に活用したものとなっており、現状でも他大学の学部・学
科との区別化ができていると判断している。

年度目標
3学科が取り組む「瀬戸内を醸す教育プログラム」を学部として相互に関連させ、学部全体が
協力することでその成果につなげる努力をする。また、学部HPなどでその成果を公表して、
社会に広く明示する。
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年度報告
「瀬戸内を醸す教育プログラム」に関連して、大学のブランディング研究に生命工学部の教
員が参画し、成果を挙げており、それが学部の個性化と特色化につながっている。その成果
はマスメディア等にも大きく取り上げられて、社会に広く認知されつつある。

達成度 　S

改善課題
大学ブランディング研究推進に協力し、成果を挙げている教員の業務負担を軽減する必要
がある。

根拠資料
①　しまなみテッポウギスの開発に関する新聞記事及び学長室ブログ
②　美味しさタグに関する新聞記事及びその商標登録申請書及び学長室ブログ
③　アザラシの起源の解明に関する新聞記事及び学長室ブログ

次年度の課題
と改善の方策

大学ブランディング研究に成果を挙げている教員の学部内及び学科内の役割を軽減する。

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
社会のニーズや背景の変化について、日常的に教職員が相互に情報交換するように努め
ている。受験産業の出す情報や文部科学省の通達や指針などの方針を共有するように努
めている。

年度目標
2019年2月に文部科学省から発表された『高等教育・研究改革イニシアチブ』には今後の大
学行政の方針が記されている。これを学部FDで取り上げ、学部・学科の運営に参考とするた
め、理解を共有する。

年度報告
2019年2月に文部科学省から発表された『高等教育・研究改革イニシアチブ』を学部FDで取
り上げることは出来なかった。

達成度 　C

改善課題
学部FD、またはSDの実施は計画倒れとなった。学部FD、またはSDの年度計画を立案する
必要がある。

根拠資料 計画を実施しておらず、根拠資料を示すことができない。

次年度の課題
と改善の方策

生命工学部内には学部FD委員会を設置しており、この委員会の活動を活性化して学部FD、
またはSDの年度計画立案と実施を推進する。

2019年度 生命工学部

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
生命工学部の使命・目的および教育目的は学部発足時から一貫しており、その内容を学生
便覧などで周知している。使命・目的および教育目的について、現時点は異論は出されてお
らず、教職員の理解と支持は得られていると考えている。

年度目標
1-1－①または4－2－③の年度目標に記したように、学部FDのテーマの一つとして使命・目
的および教育目的の適切性を検証することで、教職員の理解を深めると同時に支持を広げ
る。

年度報告
2019年度に使命・目的及び教育目的を、会議の議題として取り上げて検証しなかったが、大
学要覧や学生便覧原稿の作成と校正するときに検証した。また、この過程で教職員の理解
を深めたと考えている。

達成度 　A

改善課題
使命・目的及び教育目的の適切性を学部教授会の議題として取り上げて、検討する必要が
ある。



根拠資料

①　学生便覧2020
②　学生便覧2019
③　大学要覧2020
④　大学要覧2019

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

教職員及び学生には、学部の使命・目的を学生便覧に掲載して周知している。また、社会一
般に対しては生命工学部のホームページで公開している。また、高等学校関係者、受験生、
受験生の保護者に対しては、大学案内などで周知するとともに、公開授業、公開講座、入試
説明会等の機会を利用して説明している。

年度目標
学生便覧、大学案内での周知はもとより、各種イベント、高校訪問等を通じて、学部の理念・
目的の発信を継続して行う。

年度報告
学生便覧、大学案内での周知はもとより、各種イベント、高校訪問等を通じて、学部の理念・
目的の発信を行った。

達成度 　S

改善課題 特にありません。

根拠資料
①　学生便覧2020
②　大学要覧2020
③　生命工学部HP

次年度の課題
と改善の方策

次年度も現状を継続する。

点検項目 ③ 中長期的計画に反映していますか。

現状説明
使命・目的および教育目的は、学部の様々な中長期的計画の根幹となるべきものと考えて
いるので、さまざまな中長期的計画を考える際に、常に念頭に置いているため、十分に反映
されていると考えている。

年度目標 学部の使命・目的および教育目的を念頭に置き、中長期計画を立案する。

年度報告
本自己点検評価書の基準１の最初に中長期計画を記載している。また、2020年度自己点検
評価書にも記載している。

達成度 　S

改善課題 特にありません。

根拠資料
①　2019年度自己点検評価書（生命工学部）
①　2020年度自己点検評価書（生命工学部）

次年度の課題
と改善の方策

点検項目 ④ 三つのポリシーに反映していますか。

現状説明
2016年度に三つのポリシーを全学的に見直した。その際、使命・目的および教育目的を三
つのポリシーを反映させている。

年度目標
三つのポリシーの運用面においても、使命・目的および教育目的が反映されていることを検
証する。学部FDのテーマの一つとして取組む。

年度報告
今年度に改めて検証することはなかった。また学部FDのテーマに取上げることもできなかっ
た。

達成度 　C

改善課題 年度目標の設定だけではなく、それを実行する計画を同時に立案する必要がlある。



根拠資料 ありません。

次年度の課題
と改善の方策

学部FD、またはSDの実施は計画倒れとなっている。学部FD、またはSDの年度計画を立案
して実施する必要がある。

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
学部・学科の使命・目的および教育目的と教育研究組織の構成が整合性のあるものとなる
ように努めている。生命工学部を構成する３学科のそれぞれの事情を考慮して整合性が取
れるように努力している。

年度目標 3学科の使命・目的および教育目的に適した教育研究組織の構成に努めていく。

年度報告
3学科の使命・目的および教育目的に適する教育研究組織となるように人材の補強を行っ
た。

達成度 　S

改善課題 特になし

根拠資料
①　2019年度評議会11月議事録
②　2019年度評議会12月議事録
③　2019年度評議会2月議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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 生命工学部

中長期計画

①　学生の受入れは、学部・学科のアドミッション・ポリシーに沿って行い、本学での学修に
より学修成果を上げる可能性の高い学生を受け入れるように入試制度の改善案を策定して
入試戦略委員会に提案していきたい。
②　修学支援は、学科単位で細やかに実施する。　具体策は各学科毎に定める。
③　生活支援は、クラス担任、卒論指導教員に加えて、保健管理センターや心理カウンセ
ラーと連携しながら、学科単位で細やかに実施する。
④　学部としてアメニティー空間及び周辺環境の整備方針を決める。
⑤　進路支援は、大学全体ならびに各学科が独自の方法で細やかに実施する。
⑥　就職先の質の向上、大学院進学者の増加に取り組む。

2019年度 生命工学部

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
生命工学部の理念・目的に照らして適切なアドミッション・ポリシーを策定している。また、そ
れを学生便覧、大学案内、学部HPに掲載して学内外に周知している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 昨年度の状況を維持した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　学生便覧2019
②　大学案内2019
③　学部HP



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

2017年度に学部外部評価を受けた際、海洋生物科学科および生物工学科は、アドミッショ
ン・ポリシーに沿った学生を受け入れができていると評価されたが、生命栄養科学科は管理
栄養士養成を目指すことをアドミッション・ポリシーに謳っているにもかかわらず、入学生、在
学生の全員にそのことが十分伝わっていないところがあり、改善の余地があると指摘されて
いる。

年度目標
入学生数だけでなく、学修意欲及び基礎学力などの質的な面にについてもアドミッション・ポ
リシーに沿った学生を受け入れるように改善を試みる。

年度報告

学部教授会において、在学生の退学、休学などの理由や進級判定時の状況説明におい
て、アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れを検証している。退学、休学、留年等の
理由を検証して、アドミッション・ポリシーの適切性あるいはアドミッションの実施方法の改善
につなげる努力を継続する。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　2019年度第9回　生命工学部教授会（2月）議事録
②　2019年度第10回　生命工学部教授会（3月）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
3学科が入学受入れ状況を昨年度及び今年度については、入試広報室の詳細なデータを参
考に検証している。その増減の原因については、いろんな角度からその要因を分析してい
る。学部として増減の原因解析等は行っていない。

年度目標 学部として学生募集における受験生及び入学生の増減の原因解析等を行う。

年度報告
生命工学部の3学科を志望する受験生の目的や地域などが全く異なるため、3学科をまとめ
て検討するよりも、各学科単位で分析する方が的確に分析できる。学部長はそれらを考慮し
ながら、各学科の入学生確保に対応した。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①　令和2年度　入学生名簿
②　令和2年度　各種入試の受け入れ状況（非公開資料）

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

海洋生物科学科は入学定員を80人から100人に、さらに120人に増員しても、学生受入数を
満たしているが、生物工学科及び生命栄養科学科に定員充足率は低い。2019年度生命栄
養科学科の入学者数は昨年より大幅に改善する見込みであるが、生物工学科は減少傾向
にあるなど、安定した学生確保が難しい状況である。学生確保に関しては3学科が独自に学
科の情報発信、教員や在学生の高校訪問、社会貢献などを行うとともに、生命栄養科学科
では、国家試験合格率を高めることに努めている。

年度目標
学部として、入学定員充足率を高め、安定させるための方策を検討する。また、各学科にそ
れぞれの問題を克服するように促す。



年度報告

令和2年度入試を実施して、令和2年3月25日現在の令和2年4月の学生数（入学生充足率）
は、生物工学科：39人（0.78）、生命栄養科学科：30人（0.60）、海洋生物科学科：123人（1.23）
である。学生確保に向けて、各学科が次のような取組を実施した。
・生物工学科は、海外インターンシップを実施して発酵科学への広範な取組を展開した。
・生命栄養科学科は、「食と健康のひろば　ローズスクエア」を今年度から実施して管理栄養
士資格の有用性をアピールした。
・海洋生物科学科は入学定員を確保した。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①　生物工学科HP　「ラオス海外インターンシップ」
②　生命栄養科学科HP　「ローズスクエア」
③　海洋生物科学科　2020年度入学生名簿

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

全学的には教務委員会、学生委員会及び大学教育センター運営委員会などの教学関係委
員会で、教員及び職員が委員を務め、教職協働を実現している。また学部では、学部事務
室と学部教員が連携して、学生の学修環境整備に努めている。教職協働を公表する意味が
不明であり、学部としては公表していない。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状説明に記載した通りである。公表はしていない。

達成度 　S

改善課題 特に改善を必要とする事項はない。

根拠資料
①　平成31（2019）年度福山大学諸委員会構成員名簿
②　令和2（2020）年度福山大学諸委員会構成員名簿

次年度の課題
と改善の方策

特に改善を必要とする事項はない。

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
学生実験担当教員のTAとして大学院生を参加させている。その雇用費用は、生命工学部の
予算申請に組込んで要求している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告

2020年度の予算要求から、TAの予算申請にあたり、事前指導の実施が必須となるため、
2019年度からTAの事前指導を行い、TA自身の成長を測定するアンケートを実施した。その
結果、TAを体験することで、大学院生が新たな経験を通して成長していることが確認でき
た。

達成度 　S

改善課題 特に改善を必要とする事項はない。

根拠資料
①　TA実施アンケート調査結果
②　2019年度生命工学部TA雇用記録簿

次年度の課題
と改善の方策

2019年度の取組を継続・発展させる。



2019年度 生命工学部

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
キャリア形成支援に関しては、全学的なキャリア支援システムに加え、学科独自の教育科目
やガイダンス等、教育課程、組織体制を整備している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告

生命工学部の３学科がそれぞれ学生のキャリア形成を支援している。教員免許、学芸員、
栄養士、管理栄養士、食品衛生監視員/食品衛生管理者などの資格取得に加えて、全学共
通教育科目であるキャリアデザイン等の受講をを推奨して、インターンシップなどへの参加を
促した。

達成度 　S

改善課題 特に改善を必要とする事項はない。

根拠資料 ①　生物工学科HP　「ラオス海外インターンシップ」

次年度の課題
と改善の方策

特に改善を必要とする事項はない。

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

現状説明
就職課が集約する進路届に加えて、各学科が同窓会活動の一部分として進路先、卒業後
の進路変更等を記録している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
就職課が集約する進路届に加えて、各学科が同窓会活動の一部分として進路先、卒業後
の進路変更等を記録した。卒業後の転職や退職等の状況は検証していない。

達成度 　A

改善課題
卒業後の進路変更等も情報を集約できればよいだろうが、現実的には困難な作業であり、
用途も明確ではなく、現状のままでよいと考えている。

根拠資料
①　生命工学部同窓会案内状
②　生命工学部卒業生名簿

次年度の課題
と改善の方策

特にない。

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

資格取得に関しては、栄養士・管理栄養士（生命栄養科学科）、学芸員（海洋生物科学科）、
教職（3学科）の養成課程を整備している。また、キャリアデザイン Ｉ の他、臨地実習（生命栄
養科学科）、インターンシップなどを活用し、1～3年次生に対するキャリア形成支援を行って
いる。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
現状報告に記載したことに加えて、生物工学科は海外インターンシップを実施して、成果を
挙げた。その成果は、事前事後の研修及び報告書等により確認できた。また、2020年度か
ら生物工学科専門科目の中に「海外インターンシップ」を新設することにした。

達成度 　S

改善課題 特に改善を必要とする事項はない。

根拠資料 ①　ラオス海外インターンシップ報告書



次年度の課題
と改善の方策

特に改善を必要とする事項はない。

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

就職委員会及び就職課が実施する進路指導・ガイダンスの実施に協力している。就職委員
及び卒研指導教員が中心となり、徹底的な就職指導を行っている。学生の就職活動状況を
それぞれの学科会議に諮り、教員が情報を共有している。就職内定率が高いことから、適切
に指導していると判断している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
2019年度の生命工学部3学科の就職内定率はほぼ100％を達成している。実就職率は、就
職意欲が低い学生が存在するため、90％程度にとどまった。

達成度 　A

改善課題 就職意欲が低い学生の就職指導の在り方が今後の課題である。

根拠資料
①　 ２０２０年３月全学教授会　就職内定状況報告書
②　令和元（２０１９）年度卒業生進路先一覧（就職課まとめ）

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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3～4人に1人の学生が学費減免措置を受けており、2年次生以降も学費減免措置
を受けられる成績を維持できるように指導している。また、JASSO奨学金の継続受給手続き
を指導している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告

学部として学生の経済的支援を実施することはできず、現状説明に記載した通りである。福
山大学特別奨学生A、B等の取り消しにならないように、一定以上のGPAを確保するように指
導した。また、高等教育の修学支援新制度（大学無償化）が2020年4月から実施されるが、こ
の制度を利用予定で、資格面で問題のある学生の学修計画作成の指導を行った。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①　奨学金の受給状況は個人情報であり、資料を示すことはできない。

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

『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』に従って発生防止に努めている。同
ガイドラインを各学科の掲示板等に掲示し、入学時のオリエンテーションで学生に文書を配
布している。生命工学部は２名のハラスメント相談員を置いている。大学教育センターが実
施する「ハラスメント防止のためのeラーニング」を全教員が実施するように指示している。

年度目標 いかなるハラスメントも発生することがないように、防止に努力する。

年度報告
年度初めの学部教授会において、いかなるハラスメントも発生させないように構成員一人ひ
とりが注意を払うこと、問題が深刻化する前に相談することを申し合わせた。2019年度に新
たなハラスメントは発生しなかった。

達成度 　S



改善課題

根拠資料

①　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
（https://www.fukuyama-u.ac.jp/disclosure/activities/）
②　2019年度キャンパスハラスメント相談員名簿（https://www.fukuyama-u.ac.jp/wp-
content/themes/fukuyama_uni/assets/pdf/disclosure_activities/menberH31.pdf）

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

生命工学部では、社会連携センター、ビジネス交流会・福山未来、福山市、福山商工会議所
等と連携しながら、社会連携・貢献事業を実施している。具体的な散り組みを以下に示す。
　①生命工学部公開授業、
　②福山市じばさんフェアへの出展、
　③健康福山21フェスティバル、
　④市民フォーラム、
　⑤栄養士・管理栄養士向け社会人技術者向けの卒後教育講座、
　⑥府中産業メッセへの出展、
　⑦高校生アイデアどんぶり選手権、
　⑧本郷川一斉清掃の協力、
　⑨備後・福山ワイン振興協議会への参画、
　⑩因島キャンパスの水族館見学、
　⑪出前水族館開催など

年度目標
生命工学部は、多様な社会連携活動を行っているが、これらの活動は教員の負担が大き
い。社会のニーズ、経費、労務負担と効果の関係を精査したうえで、効率的な社会連携事業
に取り組む。

年度報告

令和元年度は、福山バイオビジネス交流会及び地場産業振興センターと協議し、生命工学
部公開授業を見直して中止とした。これは、受講者が著しく減少したことによる。福山バイオ
ビジネス交流会とは、今後の新たな取組について協議を継続している。
生命栄養科学科は高校生アイデアどんぶりコンテスト等の多様な取組を実施していたが、そ
れらを見直して令和元年度は「ローズスクエア」として新しい取組を実施している。
海洋生物科学科では、しまなみテッポウギスプロジェクトが企業との連携活動を活発に展開
した。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①　生命栄養科学科　HP　「食と健康のひろば　ローズスクエア」
②　学長室ブログ2019年11月12日　しまなみテッポウギスの店舗販売・・・」

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

校地、校舎については、文部科学省ならびに厚生労働省の基準を満たす設備を維持してい
る。教育・研究に必要な設備については、大型機器類は共同利用センターが管理・運営をし
ているが、小型研究機器及び学生実験室の設備については、各学科単位が計画的に更新
を進めている。

年度目標 現状を維持する。



年度報告

小型研究機器及び学生実験室の設備は、学科単位が計画的に更新を進め、次年度予算要
求書を作成して、申請した機器類の整備をほぼ認められた。中長期的視野で、学部・学科の
研究設備の整備計画を立案しようと試みた。しかし、学部全体の協力を得ることが難しく、立
案することができなかった。

達成度 　A

改善課題
中長期的視野で学部の研究機器の整備方針を策定して学部構成員の理解と協力を図る必
要性がある。

根拠資料

①　令和2年度　生命工学部予算要求書
②　令和2年度　生物工学科予算要求書
③　令和2年度　生命栄養科学予算要求書
④　令和2年度　海洋生物科学科予算要求書

次年度の課題
と改善の方策

中長期的視野で学部の研究機器の整備方針を策定する学部内組織を立ち上げる。

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
学部教員によるICT教室の利用はまだ限定的である。16号館、17号館、18号館、因島キャン
パスの実習・実験施設は十分に使用している。図書館運営委員会の報告から判断して、学
部学生の図書館の利用状況はそれなりに活用していると思われる。

年度目標 教員・学生のICT活用を活性化する。

年度報告
2020年度入学生から、学部としてBYODを完全実施することにした。それに対応して、授業等
でICTの活用を推進するように教員に求めている。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　入学生への生命工学部宇のBYOD案内

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
学生の学習環境、教員の教育研究環境、またアメニティ環境の整備を3学科が独自に行って
きた。ただし、3学科の学生のためのアメニティ環境の整備はまだ不十分である。

年度目標 学部としてのアメニティ環境整備を検討する。

年度報告 学部として3学科共通のアメニティ環境の整備計画を立案することができなかった。

達成度 　B

改善課題 学生が必要とするアメニティ―環境の調査が必要である。

根拠資料 示す資料はありません。

次年度の課題
と改善の方策

まず、学生が求めるアメニティー環境を調査する。

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
教室や学生実験室は、学生数等を考慮した施設・設備となっている。入学定員を増員してい
る海洋生物科学科では、因島キャンパスの整備が進められている。

年度目標
現状を維持する。ただし、入学生定員を増員している海洋生物科学科については、学年進
行に伴う物品の必要性が予想されるため、7月の予算申請に盛り込む。



年度報告
入学定員を増員した海洋生物科学科のために、因島キャンパスに実験室等の整備計画が
立てられ、順次整備が進められている。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①　内海生物資源研究所　２０１９年度第１回運営委員会資料

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
大学の「安全衛生委員会」「福山大学における学生の安全衛生委員会」と連携し、安全衛生
マニュアルならびに学生の安全衛生規程に従って、安全・防災に取り組んでいる。2017年10
月27日に全学的に実施された防災訓練に本学部教員と学生が多数参加した。

年度目標
避難経路の周知だけでなく、生命工学部の16,17,18及び28号館及びその周辺の管理（施錠
管理、薬品管理、不要物の撤去等）を徹底する。

年度報告 16,17,18及び28号館の通路におかれた物品を撤去した。28号館下の可燃物を撤去した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①　福山大学危機管理マニュアル

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

各学科内に劇物・危険物の管理に関する学科内委員を置き、安全管理および管理システム
の整備を行っている。また、全学的には「福山大学における学生の安全衛生委員会」および
教員に対する「安全衛生委員会」に学部から委員を出して、全学的な取り込みに対応してい
る。

年度目標 現状を点検し、形骸的な管理から実質的な管理へ改善する。

年度報告
現状を点検して、使用を終了した毒・劇物等のリストを作成した。生命工学部が保有する毒・
劇物を調査し、余剰の毒・劇物を処分する計画を立案して、予算化することができた。2020
年度から逐次実施していくことになった。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　2020年度　生命工学部予算要求書
②　生命工学部廃棄語句・劇物リスト

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

全学的な福山大学安全衛生委員会に、学部から教員２名を委員として選出しており、本委
員会で審議・決定した事項を学部教授会において報告し、必要な対応を行っている。学部に
設置している学部安全衛生委員会に各学科より教員１名を委員として選出しており、本委員
会で審議し、必要な対応を行っている。危機対応マニュアル、緊急連絡先等の情報を構成
員で共有している。施設等は適切に管理され、安全性と衛生が確保されている。研究関連
施設は利用者（教職員・学生等）によって管理されている。共用部分は分担を決めて管理
し、清掃は業者によって行われている。大学の「安全衛生委員会」「福山大学における学生
の安全衛生委員会」と連携し、安全衛生マニュアルならびに学生の安全衛生規程に従って、
安全・防災に取り組んでいる。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る。また、作業環境測定のための特定化学物質・有機溶剤使用状況
調査、作業環境測定の実施等、安全衛生委員会を通じて行われた大学からの指示に従って
対応を行った。

年度目標
2019年度から実施される新しい危機管理体制の下で、危機管理、安否確認の確実な実施を
目指す。そのために安全管理教育を徹底する。

年度報告
2019年4月に、全学生を対象として安全教育を実施した。災害時避難マニュアルを作成し
て、2018年10月18日（金）に全学一斉の避難訓練を実施した。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①危機管理マニュアル
②生命工学部　災害時避難マニュアル

次年度の課題
と改善の方策

2020年1月から全世界に広がった新型コロナウイルス感染拡大のような事象に対応するマ
ニュアルと学生教育を実施する必要がある。

2019年度 生命工学部

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

全学的には、大学教育センターが「共通教育アンケート」、「フクートーク」を実施して学生の
意見を取り上げている。2018年度は学生委員会が「学生生活アンケート」実施して学修支援
に関する要望も取り上げている。授業評価アンケートの一部には学生の意見を聞く機会とも
考えられる。これ以上の調査は学生がアンケート回答疲れの原因となると考えている。一
方、収集したデータについて、学部として活用していない。

年度目標
現状説明欄に記載した種々のアンケート調査の結果を活用し、学生の意見・要望の把握に
努める。収集したデータの活用するためのシステムを構築する。

年度報告
大学教育センターは2019年度に種々のアンケート調査を実施した。生命工学部としては、こ
れら各種アンケート調査の結果を活用する学部システムの構築は出来なかった。

達成度 　B

改善課題 学部内に収集データ活用システムの構築を担当する委員会を立ち上げる必要がある。

根拠資料

①　2018年度　学生生活アンケート実施報告書
②　2019年度　授業評価アンケート報告書
③　2019年度　卒業生アンケート
④　2019年度　共通教育アンケート報告書

次年度の課題
と改善の方策

学部内に収集データ活用システムの構築を担当する委員会を立ち上げる。



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

学生の心身の健康相談は、クラス担任・卒論指導教員が対応し、専門的助言が必要と判断
される場合には、心理カウンセラーと保健管理センターでの対応を依頼し、カウンセラーや
医師と協力して学生に対応している。把握された学生の要望等は活用されていない。学生
の経済的支援策には、学部としては関わらない。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
これまで通り、心身に関する健康相談や経済的相談など学生生活に関する相談に、クラス
担任、学科長等が誠実に対応して、問題解決を図った。学生の意見や要望を把握し、分析。
検討するのは学生委員会に委ねたい。ただし、本学部に固有の問題はその限りではない。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　2018年度学生生活アンケート実施報告書

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
学修環境に関する要望を把握する体制は、2－6－①に記載した事項と同じである。それを
分析する体制は構築していない。

年度目標
現状説明欄に記載した種々のアンケート調査の結果を活用し、学生の意見・要望の把握に
に努める。また、それを活用するシステムの構築を図る。

年度報告
年度目標として、活用システムの構築を上げたが全学的に対応する内容が多く、学部では
できないことも多い。、学部や学科のレベルで対応できることに対応するため、学生の意見・
要望の把握やその分析と検討結果を活用は学科長等連絡会議において対応した。

達成度 　B

改善課題

根拠資料

①　2018年度　学生生活アンケート実施報告書
②　2019年度　授業評価アンケート報告書
③　2019年度　卒業生アンケート
④　2019年度　共通教育アンケート報告書

次年度の課題
と改善の方策

生命工学部の学科長等連絡会議の活動を活性化して、学生の意見・要望を把握する体制
の構築とその分析を行うようにしたい。

2019年度 生命工学部

基準３.　 　教育課程

　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果

2019年度 生命工学部

中長期計画
生命工学部の学位授与（卒業認定）方針、教育課程の編成・実施方針、学修成果の判定方
法などは学生便覧、大学HPに明示している。これらを定期的に見直し、教育内容の変化に
応じて改善する。



2019年度 生命工学部

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

学部・学科の教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーは、教育目的、カリキュラム・ポリ
シー、アドミッション・ポリシーとともに、2016年度に全学的に見直され、学生便覧2017に明記
されている。また大学HPにもアップされている。生命工学部では、在学生に対してオリエン
テーション等で説明してきた。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状説明で記載した通り維持した。

達成度 　A

改善課題 ディプロマ・ポリシー改訂から４年が経過した。改訂が必要か点検する時期に来ている。

根拠資料
①　学生便覧2019
②　大学案内2019
③　生命工学部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

そのディプロマ・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）等は、大学教育センター等がリーダーシップを発揮す
る全学的な取組の下で、各学科の学科長、教務委員などが中心となって策定している。
2018年度はルーブリック評価による卒業研究評価の点数化を実施した。各基準の学内外へ
の周知は学生便覧と大学HPを通して適切に行っている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告

現状説明で記載した通り維持した。４年次に修得する単位が多くなり、卒業業研究及び就職
活動が十分にできない学生が増える傾向にあることから、３年次から４年次への進級基準を
２０２０年度から改訂した。また、生命工学部の３学科の基準と表現を可能な限り統一した。
これらの改訂は、各学科の教務委員、学科長が中心となって原案を作成し、学科長等連絡
会議で調整したのち、生命工学部教授会で審議して決定した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　学生便覧2019
②　生命工学部シラバス2019
③　生命工学教授会　2019年度第７回（10月）　議事録

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、進級基準、卒業認定基準、修了認定基準等は、学生便覧に明記されてい
る。実際の運用については、学科、学部で審議し、全学教授会で承認を受けており、厳正に
運用されている。

年度目標 現状を維持・継続する。



年度報告
学生便覧や生命工学部HPに公表している進級基準、卒業認定基準に従って、生命工学部
教授会で審議・判定しており、現状説明で記載した通り維持した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料

①　学生便覧2019
②　生命工学部シラバス2019
③　生命工学教授会　2019年度第10回（２月）　議事録
④　生命工学教授会　2019年度第11回（３月）　議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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
学部・学科の教育目的を踏まえたカリキュラム・ポリシーは、教育目的、ディプロマ・ポリ
シー、アドミッション・ポリシーとともに、2016年度に全学的に見直され、学生便覧に明記され
ている。また大学HPにもアップされ、周知されている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状説明に記載した通り、維持した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　学生便覧2019
②　大学案内2019
③　生命工学部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
カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーは、ともに教育目的を踏まえて作成されている
ため、強い一貫性をもっているのは明らかである。

年度目標
生命工学部に対する社会や時代の要請が変化した場合には、カリキュラム・ポリシーとディ
プロマ・ポリシーの文言は常に見直すことにやぶさかではないが、現時点では現状を維持し
たい。

年度報告 現状説明に記載した通り維持した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①平成31年度学生便覧、　②平成31年度大学要覧　③大学ホームページ

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
毎年度、３つのポリシーと整合性を持つカリキュラムとなるように、学科単位で教務委員が中
心となって、最良の教育課程をを編成している。



年度目標
引続き、各学科が最適な時間割を策定すべく、３つのポリシーに沿った教育課程を体系的に
編成していく。

年度報告

生命工学部の3学科が最適な時間割を策定すべく、３つのポリシーに沿った教育課程を体系
的に編成した。また、2020年度カリキュラム作成において、生物工学科は教育内容に重複
が存在する科目を統合してカリキュラムのスリム化を行った。海洋生物科学科は、一部の専
門科目について教育内容に合致した授業科目名に変更するとともに、開講時期を修正し
た。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　教務の手引き2019
②　教務の手引き2020
③　学生便覧2020

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
大学教育センターが共通教育アンケートを実施して、学生の意見を把握しながら教養教育を
計画・実施している。

年度目標 生命工学部の学生に必要な教養教育について、学部の意見を持つ。

年度報告
大学教育センターの要望に応えて、2020年度から教養教育A群に新しい科目「生活と微生
物」を生物工学科と海洋生物科学科が分担して提供することにした。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　学生便覧2020
②　教務の手引き2020
③　生命工学教授会　2019年度第７回（10月）　議事録

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
生命工学部の授業では、アクティブ・ラーニング、ICTの活用、小テスト、中間試験などが幅
広く実施されている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
アクティブ・ラーニング、ICTの活用、小テスト、中間試験などを実施することがシラバス等に
記載されている。しかし、実際に実施されているのか調査はしていない。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　生命工学部シラバス2019

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
各学科のディプロマ・ポリシーを念頭に置いて、卒業判定の基準やルーブリックを作成してい
るので、整合性は十分に考えられている。

年度目標 卒業研究をルーブリック評価により点数化した。今後は、その適切性を検証する。



年度報告
卒業研究をルーブリック評価により点数化して実施した。評価結果と在学時の学修成果や
教員の感覚的評価と一致することが示され、その適切性は、高いと判断している。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　生物工学科卒業研究ルーブリック評価表
②　生命栄養科学科卒業研究ルーブリック評価表
③　海洋生物科学科卒業研究ルーブリック評価表

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

大学教育センターが主導し、平成29年度に大学全体のアセスメント・ポリシーが作成された。
同時に、各学科のアセスメント・ポリシーも作成された。トライアルとして、平成29年度の全学
生の成績を基本データとして、目標達成度をルーブリック表に基づき点数化した。学部のア
セスメント・ポリシーは、3学科の評価を合わせたものとなる予定。

年度目標
2019年度は、全学的なアセスメントポリシーによる評価を実施し、その結果を学部自己評価
委員会、学科長等連絡会議で検討する。

年度報告

大学教育センターから報告された各学科の教育成果の集計結果は、極めて高い評価であ
り、カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの整合性、また、それを測定するアセスメン
ト・ポリシーが適切であることが示された。また卒業生、在学生にそれをレーダーチャート形
式で提示した。

達成度 　S

改善課題
全学的にアセスメント・ポリシーに基づく評価が極めて高い。現状に満足することなく、より高
い目標を設定してアセスメント・ポリシー、ルーブリック表で設定する基準点について再検討
する必要があるのではないだろうか。

根拠資料 ①　生命工学部3学科の評価結果

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
学生による授業評価アンケートの結果を担当教員に通知し、改善案を含む報告書を学科長
に提出している。評価結果及び提出された報告書を基に、学科長は年度末に学科としての
報告書を大学教育センター長に提出している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状説明に記載した通り、現状を維持、継続した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　授業評価アンケート実施報告書　2019
②　2019年度前期・後期　授業評価アンケート集計結果一覧

次年度の課題
と改善の方策



2019年度 生命工学部

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 生命工学部

中長期計画

①　学部の理念・目的に則り、各学科が教育内容の中長期的計画に基づき、教員の補充や
教員構成の是正など、教員組織の編成に関しては計画的に検討する。
②　教員の高齢化が目立ち、60歳前後の教員の割合が高く、教員の平均年齢を下げる必要
がある。
③　教員の資質向上に資するFD/SD活動を活性化する。

2019年度 生命工学部

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

学則により、学長の権限と責任、及び学部長、学科長の役割は明確に規定されている。学
部長は全学組織の中で学部に関する事項を掌理し、学科長は学部長のもとで学科運営に
ついて責任を負っている。人事や予算等の学科運営の主要な内容については、必ず学部長
と協議して決定している。全学的事項は、評議会で審議・承認され、その内容を学部教授会
で学部長が報告している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
全学的に、学長のリーダーシップによる大学運営体制が確立されている。学部では年度初
めに学部長が年間方針を説明し、その方針に沿って学部長がリーダーシップをとり学部運
営を行った。

達成度 　A

改善課題 特に改善課題は認められない。

根拠資料 ①　生命工学部教授会　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

本学には、約50の全学的委員会が設置されている。委員会の中には、さらに複数の部会が
設置されている委員会もある。本学部教員は、これら委員会で学部代表として、あるいは学
科代表として委員を務め、それぞれの役務毎に役割を果たしている。また、委員が一部教員
に集中することがないように、バランスよく配置している。また、学部内にも種々の委員会を
設置しているが、適切に役割を分担し、責任を果たしている。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状説明に記載した通り、実施した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料

①　令和元（2019）年度 福山大学諸委員会構成員名簿
②　令和2（2020）年度 福山大学諸委員会構成員名簿
③　令和元（2019）年度 生命工学部委員会名簿
④　令和2（2020）年度 生命工学部委員会名簿



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

職員の配置と役割は事務局が計画的に行っており、学部は関わっていない。現状では職員
のサポートにより、教学マネージメントの機能性は高く維持されている。助手については、生
命工学部の3つの学科にそれぞれ所属して、業務にあたっており、円滑な教学マネージメン
トを支えている。また、学位取得を目指す助手には、大学院への社会人入学を認め、研究能
力の修得とキャリアアップを支援する。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告

生命工学部の3つの学科にそれぞれ助手が配属されている。生命栄養科学科の助手1名は
岡山県立大学大学院修士課程、海洋生物科学科の助手1名は本学大学院博士前期課程に
社会人として在籍し、研究業務にも従事している。2020年度には、さらにもう一人の助手が
岡山県立大学大学院修士課程に社会人入学することにしている。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①　社会人入学許可申請書並びに許可書

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

生命工学部３学科の授業科目と担当教員は適合していると判断している。学部全体で、教
員の年齢構成が高齢化している。教員の男女比は、学部全体では概ね適切であるが、学科
間での隔たりが大きい。生物工学科に関しては年齢構成、性別構成、職階、また海洋生物
科学科に関しては性別構成の是正に取り組む必要がある。また、2017年度に受審した生命
工学部外部評価において、教員の高齢化と女性教員（専任教員）の偏りに対して改善を要
するという指摘を受けている。

年度目標 教員構成を徐々に是正していきたい。

年度報告

2020年度教員人事において、海洋生物工学科に初の女性准教授1人を採用する予定であ
る。また、生命栄養科学科に管理栄養士免許と学位（博士）を有する女性の准教授）を採用
する予定である。その結果として、両学科の教育課程を推進する教員組織の強化につなが
ることを期待している。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　2019年度11月評議会議事録
②　2019年度12月評議会議事録

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

大学設置基準に定められた教員数と教授数は、生物工学科及び生命栄養科学科：8人（うち
教授4人）、海洋生物科学科：9人（うち教授5人）である。平成31年4月1日現在の教員数は、
生物工学科：11人（うち教授８人）　及び生命栄養科学科：11人（うち教授5人）海洋生物科学
科：12人（うち教授7人）、　であり、3学科とも大学設置基準を満たしている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告

2020年度に、大学設置基準に定められた教員数と教授数（現状説明に記載済）に欠員を生
じないように教員人事を行った。令和2年4月1日現在の教員数は、生物工学科：11人（うち教
授9人）　、生命栄養科学科：11人（うち教授5人）、海洋生物科学科：13人（うち教授8人）とな
るように人事を行い、3学科とも大学設置基準を満たす予定である。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　大学要覧2019
②　大学要覧2020

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
大学教育センター等が開催するFD研修への教員の参加を促している。また、学部独自のFD
を1年に1度の割合で実施している。2018年度は「学生及び教職員の安全確保」をテーマとし
てFD研修会を2019年3月に開催した。

年度目標

学部にFD/SD委員会を設置している。この委員会が主導して、FD研修会を開催する。テー
マとして「数理・データサイエンス教育」、「高等教育・研究改革イニシアチブ（2019.2.1）」「学
生の安全教育」「留学生受入に必要なこと」「学部の使命・目的、及び教育目的の適切性の
検証」等を予定している。

年度報告
「学生の安全教育」、「公的研究費に関するコンプライアンス研修」、「海外の高等研究機関
の現状報告」をFDとして実施したが、年度目標に設定したその他のテーマで学部FDを実施
することはできなかった。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①　学生の安全教育マニュアル
②　公的研究費に関するコンプライアンス研修
③　海外の高等研究機関の現状報告　PPTファイル

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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 大学全体として、FD活動が活発に行われている。職員もFD活動に参画している。

年度目標 SD活動に学部教職員が積極的に参加するように誘う。



年度報告

2019年度は次の4つのSD研修会が開催された。「2018年度福山大学研究助成成果報告
会」、「文部科学省私立大学総合支援事業の課題」「文部科学省科学研究費説明」及び「障
害を持つ学生の指導について」これらの研修会への参加を学部教職員に促した。また、学
部独自のFDとして2019年12月に「海外の研究機関の現状報告（中国の現況）」を実施した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　「文部科学省私立大学総合支援事業の課題」配布資料
②　「文部科学省科学研究費説明」配布資料
③　「障害を持つ学生の指導について」配布資料

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
学生ポータルサイトのZelkova 、学修支援システムのCerezo を活用している。また、Office
365を活用する教員も増えつつあるが、まだそれらの機能を十分に使っているとは言えない
状況である。

年度目標 教員にICTの活用を積極的に促す。

年度報告

学生ポータルサイトのZelkova 、学修支援システムのCerezo を活用している。また、Office
365を活用する教員も増えつつある。学生への連絡にZelkova、アンケート実施にCerezo 、
緊急安否確認システムにOffice 365を使いこなせるようになっている。新型コロナウイルス感
染拡大が危惧された3月には、教職員及び学生の海外渡航調査で、Cerezoのアンケート機
能を活用するなど、通常の教育活動だけでなく、学生の安全確保にも活用を始めている。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　安否確認システムの説明

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

大学運営業務に費やす時間は増加傾向にあり、教員の研究時間確保は難しくなっている。
研究設備等の研究環境については、高額な分析機器は共同利用センターが維持管理する
ことになっている。研究費については、各教員が外部研究資金獲得に努力している。2017年
度に受審した生命工学部外部評価において、外部委員から教員の研究時間が減少してい
ることについて懸念が示され、改善の必要性が指摘された。

年度目標
労働基準法が改正され、はたらき方改革を推進する方針の下、研究時間を確保することは
難しい。大学運営業務を効率化させて、研究時間を確保できるように努める。

年度報告

労働基準法改正により、裁量労働制を採用している大学教員にも労働時間が制限されるよ
うになり、ますます研究時間の制約が多くなった。しかし、研究を自主研鑽として申請するこ
とで、祝日、土曜日、日曜日でも大学での研究時間に充てることが出来るようになっている。
また、2020年4月から福山大学就業規則が新たに制定されて、祝日のある週の土曜日はそ
の振替日となる。研究設備では、生命工学部からの予算要求において冷凍庫の更新が多い
ため、学部が保有するすべての冷凍庫の整備を推進し、点検を行った。

達成度 　A

改善課題



根拠資料
①  福山大学就業規則
②　2020年度　生命工学部予算要求書
③　2019年度　学部フリーザー点検表

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

学術研究倫理審査委員会が設置されており、組換えDNA倫理部会、実験動物倫理部会、微
生物倫理部会、及びヒト倫理部会で、研究課題を適切に審査している。研究活動を行う過程
で生じる可能性がある不正行為や研究費の不正使用については「研究関連ガイドブック」を
事前に理解し、不正防止に努めている。学部教員全員が研究倫理に関わるeラーニングを
受講することによって、コンプライアンス意識を高めている。また、学内に不正防止計画推進
室が設置され、学内における教員に関する不適切なことがあった事項について調査をし、適
切な処置が行われる体制となっている。

年度目標
学術研究倫理審査委員会は2019年度から研究安全倫理委員会に名称変更され、学術倫理
規程も改訂されるが、本質的変化はないので、現状を維持・継続する。

年度報告 現状報告に記載されたとおりに2019年度は実施した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料 ①　研究安全倫理委員会の議事録　（学部は保管していない）

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

教員は学内の研究助成金、外部研究資金の獲得に向けて自由に申請できる。また、前年度
の研究業績に応じて個人研究費が支給されている。4年次生や院生の研究費は教材費とし
て配分され、各学科でそれぞれ適切に配分している。外部資金及び教材費等は学部事務室
が厳正に管理している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
現状報告に記載されたとおりに2019年度は実施した。ある財団法人が研究助成を行うにあ
たり、本学部から3件の応募希望があったが、学科長等連絡会議で調整して順位付けを行っ
た。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　ある財団法人の研究助成申請書

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

全学的な取組として、公的研究費を適正に運営・管理するためのガイドライン「研究関連ガイ
ドブック」が全教員に配付されている。また、FD研修会等で教職員に周知徹底されている。
2015年度には、全学の教職員が「コンプライアンス教育および研究倫理教育研修会」に出席
し、講演の聴講後に「理解度テスト」の答案と「誓約書」を提出した。2018年度には、学部教
員全員が研究倫理に関わるeラーニングを受講することによって、コンプライアンス意識につ
いて検証を受け、学部の研究倫理教育を受けた。また、学内に不正防止計画推進室が設置
され、学内における教員に関する不適切なことがあった事項について調査をし、適切な処置
が行われるように運営されている。



年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
現状報告に記載されたとおりに2019年度は実施した。また、公的資金を獲得している教員（3
人）については抜き取り調査ではあるが、研究の進捗状況、研究費の適正利用状況をモニ
タリングを行った。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　研究関連ガイドブック
②　公的研究費モニタリング調査報告書（2019年11月）
③　公的研究費モニタリング調査報告書（2020年1月）

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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 生命工学部

中長期計画
生命工学部自己点検評価委員会の活動を活発化し、PDCAサイクルを適切に機能させ、教
育研究活動の質を向上を目指す。

2019年度 生命工学部

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

全学委員会である全学自己点検評価委員会が、毎年自己点検評価の実施を促している。
自己点検評価活動の具体的内容は、全学共通であるため、本欄では省略する。学部には
学部自己点検評価委員会を設置している。委員長は学部長が務め、適切に運営されてい
る。責任体制も確立している。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状を維持・継続した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　2019年度生命工学部自己点検評価書（本報告書）
②　生命工学部自己点検評価委員会　細則

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

2017年度は、大学が日本高等教育評価機構による認証評価を受け、結果をホームページで
公表した。生命工学部は外部評価を受けるため、生命工学部自己点検評価書を作成した。
自己点検評価書に基いて、7名の外部委員から評価を受けた。その結果をまとめた報告書
を大学HP上で公開し、教員及び学生やその保証人も閲覧できるようにし、情報共有に努め
ている。

年度目標 自己点検評価を自主的、自律的に実施するように努める。



年度報告
生命工学部自己点検評価委員会の委員長である学部長が本自己点検評価書の原案を作
成し、学部長補佐、学科長による点検を受けている。本評価書を評価室に提出後になった
が、学部構成員にもメール添付ファイルとして配布している。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①2019年度自己点検計画書・報告書

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
2018年度に大学にIR室が開設された。IR室では2018年度はデータ収集のみを行う方針のた
め、データの活用はしていない。

年度目標
IR室に設置された情報収集システム『カリン』に学部のデータを集約する。集約する情報とし
て「学部教授会議事録」「学科会議議事録」「社会連携活動実施資料」等を考えている。

年度報告 「社会連携活動実施資料」を除き、年度目標に記載した通り、実施した。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①　学部教授会議事録
②　各学科の学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

福山大学独自の自己点検評価活動を実施することで、PDCAサイクルが円滑に稼働するす
るように工夫されている。現状に改善の必要がある場合には年度目標を設定することが計
画（P）に該当する。年度末にの実施状況を報告することは実行（D)に該当する。達成度を記
すことは点検（C)に該当する。次年度の課題と改善の方策を記すことが改善（A)に該当す
る。この自己点検評価システムの機能性は改革推進委員会で検証している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状説明に記載の通り実施した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　2019年度生命工学部自己点検評価書（本報告書）
②　2018年度福山大学自己点検評価書

次年度の課題
と改善の方策



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

本学では「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」、「学術研究にお
ける倫理審査について」、「男女共同参画宣言」、「研究費の取り扱いについて」、「個人情報
管理基本方針」が制定されており、教員に周知され、意識の徹底が図られている。また、大
学で起こりやすい種々のハラスメント、研究の不正、研究経費の不正等に関する全学レベル
のFD研修会に参加することで、コンプライアンス意識を徹底している。また、倫理規定を含む
研究活動は、学術倫理審査委員会の許可を得たうえで実施している。学部教員全員が研究
倫理に関わるeラーニングを受講することによって、コンプライアンス意識について検証を受
けた。学部教員全員が生命工学部で開催した研究倫理教育を受講した。新入生に対しては
研究倫理教育を実施した。また4年次生に対しては、研究室単位で研究倫理教育を実施し
た。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状報告に記載された通り、実施した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料

①　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
②　学術研究における倫理審査について
③　研究費の取り扱いについて
④　個人情報管理基本方針

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

基準７.　 福山大学ブランディング戦略

　領域： 「福山大学ブランディング戦略」の点検・評価　（本学独自基準）　

2019年度 生命工学部

中長期計画

2015年度に本学独自の研究プロジェクトとして、「瀬戸内の里山・里海学～生態系、資源利
用と経済循環、そして文化～」が立上げられた。その中で、里山・里海の「自然の把握」「資
源利用と経済循環」に関して、本学部は密接に関連しており、研究実績を積み上げていきた
い。具体的には、環境DNAを用いた里山の動物相の把握、バイオロギングを用いた動物の
行動分析、根圏微生物群のゲノム分析、環境DNAを用いた藻場、流れ藻、干潟の魚類相の
把握、水圏微生物のゲノム分析、水族館・小中学校等での環境教育、里山里海ネットワーク
授業、福山大学ワインプロジェクト、福山バラの酵母プロジェクト、瀬戸内の果実を用いた新
しい果実酒・ジャムの開発、水産資源次世代養殖システム、高付加価値水産資源の開発、
海洋由来有用物質・微生物の探索、など多岐にわたるプロジェクト発展させたい。

2019年度 生命工学部

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
学部教授会で教員に周知させた。学生に対して、また教員に対してもまだ十分とは言えな
い。

年度目標 ブランディン研究発表会に学部教員の参加を促し、理解を深める。

年度報告

2019年度前期に開催されたブランディン研究発表会に教職員の参加を促した。また、後期に
開催が予定されていた研究成果報告会は延期されたため、参加できなかった。生命工学部
教員の研究成果は新聞、TVなどのマスメディアを通して広く紹介された他、学長室ブログで
ブランディング研究の成果を周知させた。さらに、しまなみテッポウギスプロジェクトでは、学
内の教職員にキス料理を披露して教職員の理解を深めた。



達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　日本経済新聞　しまなみテッポウギス紹介記事
②　学長室ブログ：次世代シークエンサーの活躍（2019.12.27）ほか
③　ブランディング研究成果発表会配布資料

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

生物工学科の福山大学ワインプロジェクトによる「さんぞうの赤ワイン」、福山バラの酵母プ
ロジェクトによる「福山バラ酵母パン」、海洋生物科学科の新規養殖システムによる「シロギ
スの養殖」など、社会に貢献する観点から他にはない社会から選ばれる取組みを実施して
いる。

年度目標 現状説明の取組みに加えて、中長期計画に示したその他の取組みの推進を行う。

年度報告
現状説明に記載した通り実施した。これらの取組は実質的な成果を挙げつつあり、各プロ
ジェクトのプロダクツが地域産業界との連携によって、特許等の取得や製品化につながりつ
つある。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　「美味しさタグ」商標登録申請書
②　2019年度　備後福山ワイン振興協議会活動報告

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

水族館・小中学校等での環境教育、里山里海ネットワーク授業、福山大学ワインプロジェク
ト、福山バラの酵母プロジェクト、瀬戸内の果実を用いた新しい果実酒・ジャムの開発、水産
資源次世代養殖システム、などの取組みを行っている。一部の取組は産官学民連携の取組
に発展している。

年度目標 現状を継続、発展させる。

年度報告

現状報告に記載した事項のほか、地域企業等との連携による事業化が進みつつある。ま
た、広島県立油木高校とのナマズ養殖への技術協力などに発展しつつある。備後地域の産
学官民連携は推進しているが、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』を育成することにつながっているのかは不明である。

達成度 　A

改善課題

根拠資料
①　「美味しさタグ」商標登録申請書
②　2019年度　備後福山ワイン振興協議会活動報告
③　その他、企業との事業化に関する協定書

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

環境DNAを用いた里山の動物相の把握、バイオロギングを用いた動物の行動分析、根圏微
生物群のゲノム分析、環境DNAを用いた藻場、流れ藻、干潟の魚類相の把握、水圏微生物
のゲノム分析、水族館・小中学校等での環境教育、里山里海ネットワーク授業、福山大学ワ
インプロジェクト、福山バラの酵母プロジェクト、瀬戸内の果実を用いた新しい果実酒・ジャム
の開発、水産資源次世代養殖システム、高付加価値水産資源の開発、海洋由来有用物質・
微生物の探索などの取組みを行っている。その成果は大学HPのアクセス数、新聞記事の評
価、受験者数の推移などで検証している。

年度目標 福山大学ブランディング戦略への取組みの強化と、成果の検証を継続する。

年度報告

福山大学ブランディング戦略に基づくブランディング研究において、生命工学部関連のプロ
ジェクトは確実に成果を挙げている。成果の検証はこれらの成果を学術論文として発表する
ことが、学部としての検証である。成果の一部はすでに学術論文として公表されている。製
品の事業化や地域社会からの評価については研究推進委員会に委ねたい。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　福山大学生命工学部研究年報 第18号　（2019年度）

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

「福山大学ワインプロジェクト」に関わる活動に従事し、ワイン醸造の知識と経験をもつ学生
が地域のワイナリーに就職したほか、地域で学芸員、教員等を目指す卒業生を多く輩出して
いる。また、地元企業に就職する学生も多い。彼らが地域の中核となる職業人となることを
期待している。

年度目標 福山大学ブランディング戦略への取組みの強化と、成果の検証を継続する。

年度報告

福山大学ブランディング戦略に積極的に関わる教員を支援することで、取組みの強化を図っ
ているところである。地域の中核となる職業人の育成については、すぐに評価できることでは
ない。卒業生が地域の中核となる職業人と評価されるまでには少なくとも1年は必要であろ
う。福山大学ブランディング戦略は始まったばかりであり、人材育成の観点から評価を急ぐ
必要はない。しかし、卒業生は社会で活躍が期待される企業等に採用されている。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　2019年度　卒業生進路一覧

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

水族館・小中学校等での環境教育、福山大学ワインプロジェクト、福山バラの酵母プロジェク
ト、瀬戸内の果実を用いた新しい果実酒・ジャムの開発、水産資源次世代養殖システムなど
の取組みを行っており、いずれも備後地域での取り組みであり、地域との密な連携のもとに
進める教育研究である。

年度目標 福山大学ブランディング戦略への取組みの強化と、成果の検証を継続する。



年度報告
現状説明に記載した事項の他、海洋生物科学科では広島県立油木高校のナマズ養殖等の
技術支援を行っている。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　広島県立油木高校のナマズ養殖　協定書
②　福山商工会議所とのワイン開発共同研究計画書

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
ブランディング研究で実施する研究やプログラムには、フィールドワークなどのアクティブ
ラーニングを活用した教育研究活動も多く展開している。フィールドワークは人間関係の形
成や成功体験の獲得にも役立つと考えられる。

年度目標
「学問にのみ偏重しない全人教育」という難しい課題を成果に結びつけるように努力する。検
証するには至っていない。

年度報告
「学問にのみ偏重しない全人教育」という難しい課題を成果に結びつけるように努力している
が、その評価に困惑しており、検証するには至っていない

達成度 　B

改善課題

根拠資料 特にありません。

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部

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

環境DNAを用いた里山の動物相の把握、バイオロギングを用いた動物の行動分析、根圏微
生物群のゲノム分析、環境DNAを用いた藻場、流れ藻、干潟の魚類相の把握、水圏微生物
のゲノム分析、水族館・小中学校等での環境教育、里山里海ネットワーク授業、福山大学ワ
インプロジェクト、福山バラの酵母プロジェクト、瀬戸内の果実を用いた新しい果実酒・ジャム
の開発、水産資源次世代養殖システム、高付加価値水産資源の開発、海洋由来有用物質・
微生物の探索などの取組みを行っている。

年度目標 プロジェクト研究の「瀬戸内の里山・里海学」への取組みの強化と、成果の検証を継続する。

年度報告
現状説明に記載した研究課題の進捗状況は、それぞれ順調である。産業界との連携により
製品化され、社会での活用が始まりつつある。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　福山大学生命工学部研究年報　第１８号
②　学長室ブログ等
③　生命工学部教員と企業との連携契約（社会連携センターの所轄資料）

次年度の課題
と改善の方策



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 大学の予算、および私立大学ブランディング事業の予算で実施している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告

本来であれば2020年度も継続する予定であった「私立大学ブランディング事業」が2019年度
で打ち切りとなった。学校法人が代わりに研究経費を負担して継続することが決まっている。
また、それぞれの教員が科研費や民間財団の研究助成、企業との協働研究などにより外部
資金の獲得に努力している。

達成度 　A

改善課題

根拠資料 ①　2019年度第10回 生命工学部教授会議事録（2月）

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
新聞報道、TV放映、地域情報誌、学報、HP、学会、学術誌など様々な媒体を通して発表し
ている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
しまなみテッポウギスの商品化、バラの酵母菌によるパンづくりなど、一般社会に受け入れ
られやすい課題も多く、マスコミからの取材依頼が多かった。現状説明に記載した通り、福
山大学ブランディング研究の成果を社会に発信した。

達成度 　S

改善課題

根拠資料
①　新聞掲載記事
②　TV番組での紹介
③　福山大学学報での紹介

次年度の課題
と改善の方策


