
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 生物工学科

中長期計画

生物工学科の目的は、福山大学生命工学部規則第２条の２に「生物工学科は、生命と自然
を尊重し、豊かな教養や専門知識に基づいて真理を探究する能力を持ち、国際性・コミュニ
ケーション力・企画力を有し、信頼に基づいた人間関係を通じて社会の発展に貢献できる人
材を育成することを目的とする。」と記載されている。本学科では命の尊さと生命の仕組みを
理解し、地球環境と調和して人と自然が共生する、持続可能な社会を構築できる人材の育
成を目指している。また本学科の教育目的は、三つのポリシーと共に学生便覧に掲載して
いる。生物工学科では、教育目的の適切性を検証するFD研修会を開催するなどして常に教
育内容の見直しを行い、必要があれば改定する。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

福山大学生命工学部規則第２条の２に「生物工学科は、生命と自然を尊重し、豊かな教養
や専門知識に基づいて真理を探究する能力を持ち、国際性・コミュニケーション力・企画力を
有し、信頼に基づいた人間関係を通じて社会の発展に貢献できる人材を育成することを目
的とする。（以下省略）」と具体的かつ明確に記載している。

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 現状を維持した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①福山大学生命工学部規則第２条の２
②学生便覧2019

次年度の課題
と改善の方策

意味・内容を常に見直す。

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明

生物工学科では学科教育の基本方針として、地域とのつながりをもとに「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」というコンセプトを掲げ、それが発展して現在の福
山大学ブランディング研究「瀬戸内の里山・里海学」に繋がった。このことからも分かる通り、
生物工学科では個性と特色のある学科教育・研究の改革と学科のポリシーの明確化を図っ
ており、他大学の学部・学科との区別化している。

年度目標
2019年度も引き続き学部、他学科とも協力して「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」を発展させ、学科の個性・特色を明示する。

年度報告
学科の個性・特色を学科の3ポリシーに反映させ、そこに明示している。特色ある学科の行
事として、ラオス研修を行った。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学科の３ポリシー（2019年度学生便覧）
②ラオス研修報告書

次年度の課題
と改善の方策

自然と共生した持続可能な社会の実現に向けて、更に学科の個性と特色を明らかにする。

福山大学　生命工学部 生物工学科　令和元（2019）年度　自己点検・評価書



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
自然と共生した持続可能な社会への社会的ニーズはますます広がりと高まりを見せており
（SDGs、ESGなどをはじめとして）、日頃から教職員がともに情報収集して、学科の使命・目
的、教育目的に反映させるべく検討する。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 教育研究活動の中で社会のトレンドを探った（教務、研究、就職、アウトリーチ活動など）。

達成度 A

改善課題
検討はしているが、うまく社会の要請や背景の変化を捉え切れていないので、更なる改善に
努める。

根拠資料
①生物工学科学科会議議事録
②2019年度自己点検評価計画書・報告書ほか

次年度の課題
と改善の方策

検討はしているが、うまく社会の要請や背景の変化を捉え切れていないので、更なる改善に
努める。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
生物工学科の使命・目的および教育目的は学生便覧などに記載して周知を図り、その内容
は学科発足時から一貫している。学科の使命・目的および教育目的は、教職員に理解され
支持を得ている。

年度目標
現状を維持するとともに、大学、学部、他学科と協力して学部FD研修会などを行い、使命・
目的および教育目的の適切性を検証して、教職員の理解と支持をさらに深める。

年度報告
学科の使命・目的及び教育目的は学科の３ポリシーにしたためられ、学科教職員の理解・支
持を得ている。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019（学科の３ポリシー）
②学科会議議事録ほか

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、学科の使命・目的を学生便覧に掲載して周知している。また、学外に
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 現状を維持する。

年度報告 現状説明に記載された活動を行った。精力的に高校を回り周知に務めた。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②生物工学科ホームページ
③高校訪問報告書など



次年度の課題
と改善の方策

学生数が定員を満たしていないので、引き続き公表、周知に努める。

点検項目 ③ 中長期的計画に反映していますか。

現状説明
中長期計画を策定する際には、常に学科の使命・目的、教育目的に照らし合わせて検討を
加えており、中長期計画に十分に反映している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 学科の使命、目的を中長期計画に反映させるべく学科会議などで議論した。

達成度 A

改善課題 学科教員組織の中長期的計画に課題がある。

根拠資料 ①生物工学科学科会議議事録　ほか

次年度の課題
と改善の方策

学科教員組織の中長期的計画に課題がある。

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３ポリシーを全学的に見直した際、学科の使命・目的および教育目的を３ポリ
シーに反映させた。

年度目標
現状を維持するとともに、FD研修などを通じて、使命・目的および教育目的が3ポリシーに反
映されていることを検証する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学生便覧2019（学科の３ポリシー）

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

本学科の教育研究組織の構成は、学科の使命・目的、教育目的である「命の尊さと生命の
仕組みを理解し、地球環境と調和して人と自然が共生する、持続可能な社会を構築できる
人材の育成を目指」と整合性が取れているが、教員の年齢構成や男女比が偏っていると外
部評価でも指摘されており、中長期的に改善が必要な状況にある。

年度目標
将来的にも学科の使命・目的および教育目的に適した教育研究組織を維持できる様務める
が、教員組織の改編が困難であることも事実である。単年度計画というよりも中長期的な視
点で、教員の配置変えや新規教員の採用を目指したい。

年度報告 現状で整合性は取れている。教員組織に変更はなく、改善には至らなかった。

達成度 A

改善課題 学科の使命・目的を達成するための中長期的視点の教員組織作りが急務である。

根拠資料 ①学科教員一覧表（学科ホームページなど）

次年度の課題
と改善の方策

学科の使命・目的を達成するため、中長期的視点から教員組織作りに取り組む必要があ
る。



2019年度 生命工学部 生物工学科

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 生命工学部 生物工学科

中長期計画

①　学生の受入れは学科のアドミッション・ポリシーに沿って行うのはもちろんであり、学科の
使命や目的を理解して入学してくれる学生を安定的に確保し、学科定員を充足させるべく、
学科コンテンツ、広報や入試制度などの改善策を検討していく。
②　学生の生活支援は、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実施する。
③　学生の修学支援は、授業担当教員はもちろん、クラス担任、大学内の支援組織と共同し
てきめ細かく行う。
④　学部と共同して、学科でも学生のアメニティー空間や学修場所の確保・周辺環境の整備
を進める。
⑤　進路支援は、学科の就職委員、ゼミ担当教員、就職課、就職委員会が連携して、きめ細
かく実施する。
⑥　就職先の質の向上と大学院進学者の増加に取り組む。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
生命工学部規定に記載された学科の理念・目的にあわせて、学科のアドミッション・ポリシー
を策定している。また、APは学生便覧、大学案内、学部HPなどで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 アドミッション・ポリシーは、学生便覧、大学案内、大学HPなどで学内外に周知している。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②大学要覧2019
③福山大学ホームページ

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
生物工学科では、できる限りアドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れるよう努力して
いるが、2019年度は受験生、入学生ともに大きく減少したため、APを良く理解した学生が入
学したのか検証し、受験者数、入学者数を改善する必要がある。

年度目標
アドミッション・ポリシーに沿った学生を受け入れるためにも、一層の受験者数、入学者数の
増加が必要である。

年度報告
学科APに沿った学生を受け入れているか、毎月の学科会議において成績、学修態度など
学生の動向を検証した。

達成度 A

改善課題 学科定員を満たし、学科のAPに沿った学生を受け入れられるようにする。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

学科定員を満たし、学科のAPに沿った学生を受け入れられるよう更に努力する。



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
生物工学科の受験者数、入学者数に関しては、学科独自のデータや入試広報室のデータを
参考に検証し、その動向について色々な角度から分析している。入学者数が定員に満たな
い原因究明に関しては、憶測の域を出ない。

年度目標 引き続き検証と原因分析を行うが、可能であればAIによる解析を取り入れたい。

年度報告
受験生、入学学生の情報を収集し、学科会議などで検証・分析した。また入試広報室参事と
検討会を持った。

達成度 A

改善課題
検証分析結果が学科に十分周知されていない。また検証分析が入学生確保に十分に結び
ついていない。

根拠資料 ①学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

検証・分析を行い、学科会議などで情報の共有と方策を考える。

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
生物工学科ではこのところずっと定員割れ状態が続いている。4年前に学科ワインプロジェク
トが始まった際には入学者数が定員に近づいたものの、この数年は40人前後が続き、2019
年度は32名に急減した。

年度目標
生物工学科の教育・研究内容は持続可能な世界の構築に必須であり、学科の多様な魅力
や意義を発信し、高校訪問や社会活動などあらゆるチャネルで周知宣伝に努める。具体的
には定員確保を目指し、少なくとも定員の7割を切らないことを目標とする。

年度報告
定員を確保できていない。対策としては個別高校訪問、参事との高校訪問、ウェブ上での情
報発信などを行った。

達成度 B

改善課題 あらゆる手段を使って定員確保に努める。

根拠資料
①高校訪問報告書
②ホームページ（学部ブログ、SNSほか）

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、定員確保のために学科教育内容の喧伝に努める事に加え、学科の個性・特色の
明確化、わかりやすい説明、カリキュラムの改善などに取り組む。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

福山大学では全学的に、教務委員会、学生委員会、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。また学科では教務
委員が中心となり、学部や学部事務室と連携して、学生の学修環境整備に努めている。大
学教育センターの学修支援室では、前後期とも月曜5時限に化学と生物の相談窓口を設け
ている。学修支援体制は、学生便覧や大学HP等で公表・周知している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
引き続き教務委員会、学生委員会などで担当教員と職員が協議をして学修体制を整備し
た。これら委員会の内容を学科会議で報告した。学外への公表はしていない。

達成度 Ａ

改善課題 引き続き学修体制の整備に努める。



根拠資料
①学科会議議事録
②各種委員会議事録

次年度の課題
と改善の方策

学修支援体制について見直し、効率化を図りたい。

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
学修支援のため大学院生をTAとして登用する制度があるが、2019年度は学科に大学院生
がいないため活用できなかった。

年度目標 次年度に向けて大学院進学者を募り、TA制度を有効に活用していきたい。

年度報告 大学院生がいないためＴＡは活用していないが、適宜４年生が支援してくれた。

達成度 B

改善課題

根拠資料 ①大学院工学研究科生命工学専攻が行う大学院進学説明会資料

次年度の課題
と改善の方策

大学院進学者がいればＴＡとして活用したい。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
キャリア形成支援に関しては、学科就職委員を中心として全学的なキャリア支援システムを
利用しつつ、学科独自の教育科目やガイダンス、教育課程、組織体制を整備してあたってい
る。大学院進学は、主としてゼミ担当教員が支援を行う。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
大学のキャリア支援体制に加え、生物工学科では特にインターンシップの充実に努めた（イ
ンターンシップ研修参加学生割合が全学でも上位）。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料 ①インターンシップ発表会資料、報告書等

次年度の課題
と改善の方策

特に令和２年は新型コロナ対策で就職活動が例年と異なるので、丁寧に指導したい。

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
就職課が収集する進路届に加え、学科及び研究室が進路先、卒業後の進路変更等の資料
を集めている。その情報を学科の就職委員が検討し、学科にフィードバックしている。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
資料の整理を行い、就職先の検討をした。ただし、過去３年分を厳格に検証しているわけで
はない。

達成度 A

改善課題 できるだけ学生の希望に添った就職が出来るよう努力する。

根拠資料 ①学科内の就職関係資料（内部資料）

次年度の課題
と改善の方策

学科会議などで、卒業生の進路資料を共有して対応を検証していきたい。



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

生物工学科では、教員免許取得のほかに、中級バイオ技術者認定試験を３年次生全員に
受験させており（受験料の半額を大学が負担）、その対策講座を行っている。それ以外に、
環境計量士試験などの受験に対して支援を行っている。インターンシップにも力を入れてい
る。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
現状を維持し資格取得支援を行った。本学科のインターンシップ参加率が他学科に比べ高
かった。今年度の中級バイオ技術者認定試験合格率は、例年に比べて高かった。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料
①中級バイオ技術者認定試験結果
②インターンシップ報告書

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

学科では就職委員とゼミ担当教員が中心となり、就職委員会及び就職課が実施する進路指
導・ガイダンスを活用して就職指導を適切に行っている。学生の就職活動状況は学科会議
で報告し、フィードバックを行っている。内定率については、ここ数年全国平均を上回る高い
水準を保っている。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告
各研究室での指導教員による就職指導に加え、毎月の学科会議において４年生の進路に
関する情報共有と対策を話し合った。

達成度 A

改善課題 就職率は高いので、就職の質の向上に取り組む。

根拠資料 ①学科内の就職関連統計など（内部資料）

次年度の課題
と改善の方策

就職率は高いので、就職の質の向上に取り組む。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
日本学生支援機構及び福山大学特別奨学生・一般奨学生等を使って支援している。経済面
に起因する生活支援については、担任やゼミ担当教員が相談に乗っている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 大学全体の奨学金等説明を利用した。担任等が個別相談に乗った。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②学生課による奨学金説明会資料

次年度の課題
と改善の方策

令和２年から給付型奨学金（学費無料化）が導入されるので、これに対する対応を図る。



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

学部同様学科でも『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。生命工学部には２名のハラスメント相談員が置かれており、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 現状を維持するとともに、ハラスメントが発生することがないよう防止に努力する。

年度報告 学科内で発生防止に取り組み、ハラスメント案件は発生しなかった。

達成度 Ｓ

改善課題 現状を維持する

根拠資料 ①全学ハラスメント対応委員会報告書

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、ハラスメント発生防止に努める。

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

生命工学部の活動と重なる部分が多いが、生物工学科では以下の様な課外活動、国際交
流、社会貢献活動に取り組んでいる。
　①生命工学部公開授業
　②本郷川一斉清掃の協力
　③備後・福山ワイン振興協議会への参画
　④出前授業など
　⑤トビタテ留学の支援やラオス醸造研修所での海外研修など
　⑥ほか

年度目標

現状を維持するとともに、社会貢献活動などはメリハリを付けて運営し、常に見直しを行い
効率的な運営を目指す。学科の一存では決められないが、生命工学部公開授業は一定の
成果を挙げたので、見直しを図りたい。また海外活動として、今年度福山大学ラオス醸造研
修所での研修を実施したい。

年度報告
学科の海外プログラムとしてラオス醸造研修を実施し、多くの学生が参加した。本郷川川掃
除を始め、社会貢献活動に取り組んだ。

達成度 Ｓ

改善課題

根拠資料
①ラオス醸造研修報告書
②HP上で本郷川清掃の様子を紹介した記事

次年度の課題
と改善の方策

海外留学については、新型コロナウイルス感染が懸念事項である。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

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やグリーンサイエンス研究セン
ターが管理・運営をしており、小型研究機器及び学生実験室の設備は、学科で管理・運営・
更新を進めている。一方、生物工学科が入居している17号館は校舎・建物などの経年劣化
が激しく、雨漏りや空調施設の故障に頻繁に見舞われ、他部局と比べても学修環境が極め
て悪化していると言わざるを得ない。快適な学修環境を保つべく、適切な運営・管理が必要
である。



年度目標 快適な学修環境を保つべく、適切な運営・管理を行う。

年度報告 今年度は大きな事故もなく、適切に管理された。ただ建物の老朽化は進んでいる。

達成度 A

改善課題
老朽化が進む建物につき、いつ何時不備不調が起こるかわからないので、迅速な管理運営
を大学にお願いしたい。

根拠資料
①平成３１年度生物工学科予算要求書
②各種修理記録

次年度の課題
と改善の方策

予算要求において、必要な措置を大学に要求する。

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

生物工学科でのICT教室の利用はまだあまり無い。17号館生物工学科、33号館グリーンサ
イエンス研究センターの実習・実験施設は十分に使用している。図書館は、一部の学生に偏
るのかもしれないが、相応に活用している。なお生物工学科の実習・実験施設の中には、学
科設立以来35年にわたり一度も更新されていないものもあり、年度計画で更新を図っている
が十分に更新が追いついていない。機器類の老朽化に悩まされている。

年度目標
基本的に現状を維持するが、2020年度以降生物工学科が使っていたパソコン室が閉鎖され
るので、BYOD等を進めていきたい。老朽化した機器類は順次更新していくが、時代の進歩
にあわせた新たな実習・実験施設の整備も必要である。

年度報告
引き続き１号館のICT教室を使用した。学生実習・実験室は整理・掃除をして使用した。図書
館は新入生に向けて利用のためのオリエンテーションを行った。

達成度 A

改善課題 17号館の学生実験室は依然老朽化している。1号館のICT教室は存続することになった。

根拠資料 ①学科の授業、学生実験のシラバス

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、諸施設の活用に努める。

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
バリアフリー化については、大学の取り組みに準拠して整備している。アメニティースペース
など学生の利便性を高めるための施設については、17号館に学生休憩室（自習室）、女子
更衣室などを設けている。

年度目標 引き続き、学生の利便性を高めるような施設・設備利用に取り組む。

年度報告 現状を維持した。特に変化はない。

達成度 A

改善課題
アメニティースペースは確保が難しい。インターネットアクセス用PCの一部が故障しているの
で更新が必要。

根拠資料 ①女子更衣室、学生資料室の配置（教務の手引き2019）

次年度の課題
と改善の方策

学生向けフリーアクセスPCを更新する。学生のためのアメニティースペースを検討し予算申
請する。

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、各研究室は、学生数を考慮した施設・設備となっており、プロジェクター
などの設備も適切に管理している。一方、上でも述べたように施設・設備の質については、
機器類の老朽化などにより適切な質を保っているとは言い難い。



年度目標 管理は現状を維持するとともに、老朽化した機器類の更新を図る。

年度報告
老朽化した装置等を廃棄して、スペースを確保した。在学生数を考慮し、施設・設備を適切
に管理した。

達成度 A

改善課題 順次、施設・設備の更新が必要である。

根拠資料 ①機器廃棄記録

次年度の課題
と改善の方策

順次、施設・設備の更新を予算申請する。

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

生物工学科では、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科教員と学生が多数参加
した。

年度目標 引き続き、消火器の更新や火災報知器の点検など、大学と連携して整備点検を行う。

年度報告 大学全体で消火器や火災報知器の点検を行った。また非常階段などを目視点検した。

達成度 A

改善課題

根拠資料 ①大学の消火器、火災報知器点検記録

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

生物工学科内に劇物・危険物の管理に関する担当委員を置き、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 全学的な化学物質の管理体制に従い、安全管理システムを整備していきたい。

年度報告
全学の危険物管理体制に従って劇物・危険物の管理を行った。安全管理委員会に委員が
出席した。

達成度 S

改善課題 引き続き、劇物・危険物の適切な管理に努める。

根拠資料 ①各研究室の毒物劇物管理簿

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、劇物・危険物の適切な管理に努める。



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

生物工学科においても、以下の『学部の現状と取り組み』に準拠して対応する。
『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
適宜安全管理教育を受けた。安全衛生マニュアルを研究室等に設置した。2019年11月22日
に実施された全学の緊急避難訓練に参加した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①各種安全管理教育の実施記録
②福山大学危機管理基本マニュアル
③避難訓練実施報告書

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

学科としては、前期後期に行われる授業評価アンケートとそのフォードバックが、学修支援
に関する学生の意見・要望を把握する体制であると考える。その分析や検討結果は、各教
員の授業にフィードバック、活用されている。また、大学教育センターは「共通教育アンケー
ト」、「フクトーク」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。

年度目標
現状を維持し、さらに学生の意見を聞く体制について検討したい。各種アンケート結果やそ
の分析については、各構成員で共有して検討する場を設けたい。個人の授業アンケート結
果も、学科で反映させる場を設けたい。

年度報告
授業評価アンケートの他、共通教育アンケート、卒業生のアンケート、大学院生のアンケート
結果、アセスメントポリシー結果などを検討する機会を持った。

達成度 A

改善課題 学生の意見・要望の中には実現不可能なものも多いが、地道に改善に努めたい。

根拠資料
①授業評価アンケートとその報告書
②研究科会議議事録（FD研修としてアンケート結果の分析と検討を行った）

次年度の課題
と改善の方策

学科会議などを利用し、学生の意見・要望を教職員で共有する。



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に対応を依頼し、カウンセラーや医師
と協力して学生に対応する。学生の心身の建康や経済状況については個人情報を多く含ま
れれるので、その把握と分析・検討には慎重な取り扱いが必要である。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
担任を中心に、関連する教員、カウンセラー、学生課などと連絡をとりながら支援・分析し
た。また、その情報を学科会議などで共有した。

達成度 A

改善課題 鋭意努力はしているが、生じる問題が多岐にわたり、解決が困難なものが多い。

根拠資料
①セレッソの学生面談記録など（個人情報に関わることが多いので、記録に残りにくい）
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

関係各方面との連絡を密にし、漏れのないように対応する体制を整備する。

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
把握に関する体制については既に上で回答した。その分析と検討結果の活用は、学科会議
レベルでは行っているが、組織的な体制の整備には至っていない。

年度目標 ケースバイケースで情報の把握と分析を行い、学科会議等で対応策を検討する。

年度報告
学科では、学生の意見・要望は近しい教員が汲み上げ、数名の教員で協議後必要が有れ
ば学科会議などで検討する体制を取った。全学的なアンケートも利用した。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①大学教育センター運営委員会議事録や資料（全学的な案件）
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

意見・要望などを学科会議でとりあげ、解決に向け対応や予算申請を行う。

2019年度 生命工学部 生物工学科

基準３.　 　教育課程

　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果

2019年度 生命工学部 生物工学科

中長期計画

福山大学、生命工学部、および生物工学科の学位授与（卒業認定）方針（ディプロマポリ
シー）、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に記
載されている。これらポリシーは定期的に見直し、必要が有れば教育内容の変化に応じて
改善する。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
教育目的を踏まえたディプロマ・ポリシーは、学生便覧や大学ホームページに詳細に記載さ
れており、学内外に周知されている。また、オリエンテーション等で在学生に周知している。

年度目標 現状を維持する。



年度報告 学生便覧、HP等で学内外に周知した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②福山大学ホームページ

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

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、まず学科長と教務委員を中心として検討し、学科
会議などの議を経て策定される。また、学生便覧や大学HPへの記載により学内外に周知し
ている。2018年度からは、卒業論文をルーブリックを用いて評価・点数化している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
学科会議で策定したDPは各種媒体で学内外に周知し、単位認定基準などはシラバスにて
周知した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②福山大学ホームページ
③シラバス

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
各種基準を公表し、厳正に適用した。2020年度入学生からは、3年次から4年次に進級する
基準を厳格化した。これは多く単位を残して4年生に進級すると、授業と就活で多くの時間が
取られて卒業研究ができなくなる弊害を無くすためである。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②シラバス

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、基準等を公表して、厳正に適応する。



2019年度 生命工学部 生物工学科

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
学科の教育目的を踏まえたカリキュラム・ポリシーは、学科会議などの議を経て策定され、
教育目的、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシーとともに学生便覧に明記されてい
る。また大学HPにもアップされ、学内外に周知されている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学生便覧2019
②福山大学ホームページ

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、一貫性をもっている。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 CP、DPには一貫性がある。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学生便覧2019

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
カリキュラム・ポリシーに基づいてカリキュラムマップを作成しており、毎年教務委員がCPに
沿った教育課程を体系的に編成している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告
現状を維持した。カリキュラムのスリム化のため現行のカリキュラムを見直し、重複のある授
業などを削除した（2020年度より実施）。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学生便覧2019

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
生物工学科では教養教育の位置づけを明確にし、全人教育を具現化するため専門教育とと
もに十分に実施している。

年度目標 現状を維持するとともに、教養教育と専門教育の連携を図る。



年度報告
現状を維持し、教養教育を十分に実施した。次年度から生命工学部が提供する教養科目
（自然科学分野）を１科目増やす。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①学生便覧2019

次年度の課題
と改善の方策

次年度から生命工学部が提供する教養科目を１科目増やす。

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

生物工学科では、アクティブ・ラーニングを積極的に取り入れ、Zelkova、Cerezoを通してICT
を活用し、小テスト、中間試験などを効果的に実施している。平成30年度報告書の改善課題
ではICTの活用が不十分だと記載されているが、本学科での利用は他部局に比べても十分
に活用されていると認識している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 本年度は、特に新規の工夫・開発はなかった。現状を維持した。

達成度 A

改善課題

根拠資料 ①シラバス

次年度の課題
と改善の方策

来年度は大学に新たな設備が導入されるので、その利活用を図る。

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
卒業判定基準やルーブリック評価は学科のディプロマ・ポリシーに基づいて作成されている
ので、整合性を十分に考えている。

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

年度報告
本年も引き続き卒業判定をルーブリックを用いて行った。判定結果は各教員と共有し、DPと
の整合性について意見を募った。結果、概ね妥当であり、特に問題はないと判断された。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①卒業研究発表会におけるルーブリック評価の集計結果
②卒業論文におけるルーブリック評価の集計結果

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
平成29年度に大学教育センターが中心となって大学全体のアセスメントポリシーが作成さ
れ、同時に各学科のアセスメントポリシーも作成された。平成29年度には、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。

年度目標 学部、および他学科と連携しながら、アセスメントポリシーの活用と検証に取り組む。

年度報告 学科アセスメントポリシーの検証を行い、報告書を作成・提出した。



達成度 S

改善課題

根拠資料 ①令和元年度アセスメントポリシー報告書

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
全学的な取り組みとして、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、年度末
に学科長が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 現状を維持した。アセスメントポリシー結果を学科で共有検討した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①授業評価アンケート報告書
②アセスメントポリシー報告書

次年度の課題
と改善の方策

アセスメント・ポリシーで明らかになった学科の課題の解決に向け取り組む。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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 生命工学部 生物工学科

中長期計画

①　学科の理念・目的、教育目的と整合性を保つよう、中長期目標として教員の補充や教員
構成の是正を行い、教員組織の整備・編成に取り組む。
②　生物工学科では教員年齢の偏りが目立つので、教員組織の年齢構成を適正化する必
要がある。
③　教員の教育、研究両面におけるレベル向上のため、FD活動を活発に行う。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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、学科が必ず
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おり、必要が有れば学科長が学科会議で説明するなど、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る。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状を維持した。学科長は、教学マネージメントで適切にリーダーシップを発揮した。

達成度 S



改善課題

根拠資料 ①令和元年度学科会議議事録

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

学内の各種委員会等に学部あるいは学科代表委員として参加し、役割分担してそれぞれの
役割を果たしている。また、学科内にも種々の委員会を設置し、適切に役割を分担し、責任
を果たしている。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するよう努め
ている

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状を維持して権限・役割を分担し、責任を明確化したマネージメントを実施した。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①2019年度福山大学諸委員会構成員名簿
②学部・学科内委員名簿

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
学科では、教務課、学生課、就職課など関連部局と連携をとって学科運営を行い、教学マ
ネージメントの機能性を高めている。また学科には助手を一名配置し、学科における役割分
担表などで学科全体の業務役割を定めている。

年度目標 現状を維持・継続する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 A

改善課題 教学マネージメントの機能性が高いとは言えないので、改善が必要。

根拠資料 ①学科内教務系役割分担表

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

生物工学科における授業科目と教員の配置は、教育目的及び教育課程に適っていると考え
る。しかしながら生物工学科に関しては、教員の年齢構成、性別比、職階の偏りの是正に取
り組む必要がある。この点に関して、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 若手教員の新規採用を目指したが、今年度は難しいとの事であった。



年度報告
性別では女性教員がゼロ、年齢では60歳以上の教員が半数近く、職階では教授に偏重して
いる。

達成度 B

改善課題 全体に教員組織が高齢化し、女性教員もいない点などを改善する必要がある。

根拠資料 ①学科教員構成表

次年度の課題
と改善の方策

当面教員の新規採用は困難であり、年齢構成、性別の是正は難しいので、次年度以降、現
在いる教員が一掃努力し、学科の理念・目標達成のために尽力する。

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生物工学科の教員数と教授数は、8人（内教授4人）である。
2019年4月1日現在の教員数は、11人（内教授8人）であり、大学設置基準を満たしている。

年度目標 現状で教員数を確保しているが、学科継続のために新任教員の採用を粘り強く目指したい。

年度報告 必要な教員数を確保している。

達成度 A

改善課題 教員数は確保しているが、教員組織の刷新が必要。

根拠資料 ①学科教員構成表

次年度の課題
と改善の方策

教員数は確保しているが、教員組織の若返りが必要。

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
教員に、大学教育センター等が開催するFD研修への参加を促している。また、大学院、グ
リーンサイエンス研究センター等と連携して、教員の資質向上を目的に独自のFD研修など
を企画し、参加を促している。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 FD研修としてグリーンサイエンスセミナーを２回行った。

達成度 A

改善課題 取り組みを行ったが、十分効果があったかどうか検証が必要である。

根拠資料 ①グリーンサイエンスセミナー実施計画書・報告書

次年度の課題
と改善の方策

引き続き、FD研修としてセミナーなどを企画・開催する。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
学科の教職員は積極的に大学が行うSD研修に参加し、教職員の資質・能力の向上を図る
事により、教職協働への取り組みを行っている。

年度目標 現状を維持する。グリーンサイエンス研究センターなどとともに独自のSDを行う。

年度報告 大学が行ったSD研修などに参加し、資質・能力の向上と教職協働に取り組んだ。

達成度 A

改善課題 取り組みを行ったが、十分効果があったかどうか検証が必要である。



根拠資料 ①大学主催SD研修報告書など

次年度の課題
と改善の方策

SDが教職員の資質・能力向上に結びついているか検証が必要だが、難しい。

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の普及が進んでいるが、まだその機能を十分に使いこなせていないのが現状である。

年度目標 学科でもICTの活用に努める。

年度報告 Zelkova、Cerezo、Office365などを活用した。Karinに学科会議議事録を収載している。

達成度 A

改善課題 多くの機能を十分使いこなせていない部分がある。

根拠資料
①学生ポータルサイトZelkova
②学修支援システムCerezo
③Office365

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

大学運営業務に費やす時間が増加傾向にあり、教員の研究時間確保が難しい。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 働き方改革もあり、研究時間の確保は依然難しい。施設設備も老朽化している。

達成度 B

改善課題 研究環境を改善し、研究成果の積み増しを図りたい。

根拠資料
①勤務時間一覧表（Cerezo）
②平成31年度学科予算要求書

次年度の課題
と改善の方策

研究成果が上がるよう研究環境の改善が必要である。この点を踏まえて、来年度予算要求
を行う。

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、本質的に変化はないので、現状を維持・継続する。

年度報告 現状を維持した。



達成度 S

改善課題

根拠資料
①各種倫理委員会議事録・報告書
②研究倫理ｅラーニング修了証書

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
卒業研究にかかる学科教材費は適切に配分、運用した。個人の研究に係る経費は、学内助
成や外部資金で賄った。

達成度 A

改善課題 より学部資金を獲得できるよう研究活動の活性化を図る必要がある。

根拠資料 ①学科内予算配分表・予算執行状況表

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 現状を維持した。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①研究関連ガイドブック
②コンプライアンス教育および研究倫理教育研修会誓約書

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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 生命工学部 生物工学科

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 生物工学科

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

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。学科におけ
る自己点検は、学科長が中心になって学科会議などで点検し、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 現状を維持し、自己点検評価書を学科で共有・点検した。

達成度 A

改善課題

根拠資料

①2019年度生物工学科自己点検評価計画書・報告書
②2019年度学科会議議事録
③福山大学生命工学部自己点検評価委員会細則
④福山大学生命工学部外部評価委員会細則

次年度の課題
と改善の方策

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

学科では毎年学科長が中心となり、学科自己点検評価書（計画書及び報告書）を作成し、学
科会議の議を経て全学自己点検委員会に提出する。提出された自己点検評価書は全学自
己点検委員会にて点検したあと、改訂版が大学ホームページに掲載されることにより、学科
教員が情報を共有する。

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 自己点検評価計画書・報告書を作成し、その内容を学科の教職員が共有した。

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
②2019年度学科会議議事録

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「Karin」に学科のデータも集約する。集約する情報とし
て「学科会議議事録」等を考えている。

年度報告 学科会議議事録をｋａｒｉｎに収載し、学科内で共有した。

達成度 A

改善課題 学科データの収集や分析など、更にＩＲの活用を図る。



根拠資料
①　学科会議議事録等をCabinet-Karinに収載し、保管とアクセスを容易にして活用しやすく
している。

次年度の課題
と改善の方策

IRデータを改善に活かすところが課題である。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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

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
自己点検評価計画書・報告書を通じてPDCAサイクルを回したが、機能性は検証していな
い。

達成度 A

改善課題 PDCAサイクルが学科の改善に繋がるよう努める。

根拠資料 ①2019年度自己点検評価計画書・報告書

次年度の課題
と改善の方策

学科会議などで、PDCAサイクルが学科の改善に繋がるよう努める。

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。これらの成果の具体的な検証は行っていないが、平成30年度以降不正等の発生を確認
していない。

年度目標 現状を維持する。

年度報告 現状を維持した。2019年度に不正等の発生は無かった。

達成度 S

改善課題

根拠資料 ①現状説明に記載した内容

次年度の課題
と改善の方策



2019年度 生命工学部 生物工学科

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 生物工学科

中長期計画

2016年度に始まった福山大学のブランディング推進のための研究プロジェクト「瀬戸内の里
山・里海学」は、生物工学科の掲げる教育研究コンセプト「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」に端を発したものであり、生物工学科は福山大学ブランディング
戦略の中心的な役割を担うと考えている。本学科の佐藤准教授が中心となり、平成29年度
に文部科学省私立大学研究ブランディング事業に採択された研究プロジェクト「瀬戸内海
しまなみ沿岸生態系に眠る多面的機能の解明と産業支援・教育」は、残念ながら平成31年
度をもって終了になるが、このコンセプトに基づいた、地域社会に貢献する教育研究活動を
中長期的に継続する。里山・里海とは人と自然との接点に位置し、人と自然が共存する場で
ある。本学科では里山から始まり、持続可能な社会を構築する知恵の醸成と人材の育成を
目指している。この目的のため、現在の「福山大学ワインプロジェクト」や「しまなみ島嶼部の
生物多様性研究」以外にも、社会のニーズに応えるべく産学官連携で地域社会に貢献する
取り組みを続ける事を中長期計画とする。

2019年度 生命工学部 生物工学科

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
教員に対しては学部教授会や学科会議等で周知している。学生に対しての周知は十分とは
言えない。

年度目標
引き続きブランディング研究関連行事への参加などを通じて教員に対する周知を進めるとと
もに、授業や実習、大学祭展示などを通じて学生への浸透を図る。

年度報告
学科教員及び学生に対して周知を図り、卒業研究で「瀬戸内の里山・里海学」に則したテー
マを多数取り上げた。卒業研究発表会は、学科在籍学生全員が聴講した。

達成度 A

改善課題 特に学生に対する周知を図る。

根拠資料 ①2019年度福山大学生命工学部生物工学科卒業研究発表会資料

次年度の課題
と改善の方策

引き続き学生に対する周知を図る。

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

福山大学のブランディング研究「瀬戸内の里山里海学」のもととなったコンセプトは、生物工
学科の教育を体現する「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」であり、
地域社会をフィールドに、生物工学を通じての地域貢献に取り組んでいる。具体的には地域
特産物である葡萄栽培に学科の酵母研究を導入した「福山大学ワインプロジェクト」や、「瀬
戸内の生物多様性研究」など、他に類のない取り組みで、社会に選ばれるべく取り組んでい
る。

年度目標
学科の大学ブランディングへの取り組みは顕著で、引き続き推進する。一方、「社会から選
ばれる」という点では課題が多く、次年度は主としてこちらに取り組みたい。

年度報告
地場企業と共同でのバラ酵母パン種の発売、地元ワイナリーと組んでの備後ワインの上
市、地元企業と組んでの研究開発などを行った。新聞、テレビへの出演もあった。

達成度 S

改善課題 社会から選ばれることに関してはまだ限定的なので、より多く選ばれるよう努める。



根拠資料
①福山バラ酵母パン種発売
②備後ワインの発売

次年度の課題
と改善の方策

社会から選ばれることに関してはまだ限定的なので、より多く選ばれるよう努める。

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

上の❷に記載した通り、本学科は地域の教育資源を最大限に活用する試みの象徴として
「福山大学ワインプロジェクト」を4年前に始め、産学官を巻き込んで備後地方に大きなイン
パクトをもたらした。 このプロジェクトを通じて地域社会が本学を見る目も変わったと感じて
おり、地域を上げてグローカルに活躍できる『未来創造人』を育成すべく取り組みを進めてい
る。平成30年度は文科省、福山市、地元企業による「トビタテ！留学　地域コース」事業に本
学科生が採択され、さらに文科省のブランドマネージャーにも採択されて地域社会で活躍し
た。

年度目標 現状を継続、発展させる。

年度報告
地元から海外に飛び出し、ラオスでラム酒造りを行うLAODIと共同でラオス醸造研修を行
い、多くの学生が参加した。この中から未来創造人が育つと確信している。

達成度 S

改善課題 このような活動が継続できるよう更に務める。

根拠資料 ①ラオス醸造研修2019報告書

次年度の課題
と改善の方策

このような活動が継続できるよう更に務める。

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

本学科では、主として3つの分野で取り組みを展開している。第１にアグリ・食品分野で、主
な取り組みは「福山大学ワインプロジェクト」「ふくやまバラのパンプロジェクト」である。2つめ
は環境、生物多様性分野で、主な取り組みは文科省の私立大学研究ブランディング事業
「瀬戸内海 しまなみ沿岸生態系に眠る多面的機能の解明と産業支援・教育」である。3つめ
の分野はバイオテクノロジー分野で、主な取り組みは土壌微生物、地域資源を活用する微
生物・酵素、天然由来の機能性新素材の開発などである。成果の検証は、学術研究論文や
学会発表、マスコミへの掲載、ホームページの閲覧などによる。

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

福山ワインPJ、バラ酵母PJを進めたほか、卒業研究では大学ブランディング研究の一環とし
て地域をフィールドとしたテーマを多数取り上げた。また地元企業と共同研究を行った。成果
の検証としては、外部団体と共同して、ワインPJでは「備後の赤」を、ばら酵母では「福山ば
ら酵母パン種」を市販し、その活動を学長室ブログなどで学内外に周知した。また、福山大
学ブランディング戦略に関する研究プロジェクトを卒業研究として実施し、研究成果を査読付
英文学術雑誌などで公開した。

達成度 A

改善課題 成果をどの様に検証するかが課題である。

根拠資料
①2019年度生物工学科卒業研究発表会資料
②福山大学学長室ブログ・学部ブログ（ワインPJ、バラ酵母パン種関連記事）

次年度の課題
と改善の方策

検証方法について検討する。



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

建学の理念の中で特に「真理を探究し、道理を実践する。」「生命を尊重し、自然を畏敬す
る。」に基づき、卒業研究などを通じて学生を「福山大学ブランディング研究」に巻き込み、科
学教育を通じて「地域の中核となる幅広い職業人」の育成に取り組んでいる。その成果は卒
業生の就職や、就職後の活躍をもとに検証する。

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
卒業研究を通じて地域の中核となる人材の育成に取り組んだ。その成果は、学科卒業生の
就職状況で検証した。

達成度 A

改善課題

根拠資料
①2019年度生物工学科卒業研究発表会資料
②2019年度卒業生進路先資料（就職課資料）

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

上に記載した様に、本学科では「備後地域との密な連携のもとに進める教育研究」活動とし
て、「福山大学ワインプロジェクト」「ふくやまバラのパンプロジェクト」「瀬戸内の生物多様性
研究」などに取り組んでいる。その成果は学術研究成果発表の他に、マスコミへの掲載、各
種メディアへの登場などによって検証する。

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
卒業研究を通じて研究教育に取り組んだ。その成果は卒業論文、学術論文、学会発表、マ
スコミへの掲載などで検証した。地元企業と協働で、バラ酵母パン種を市販した。

達成度 S

改善課題 学科の研究活動には改善の余地が有る。

根拠資料
①2019年度生物工学科卒業研究発表会資料
②2019年度福山大学生命工学部研究年報

次年度の課題
と改善の方策

学科の研究をより盛んにしたい。

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

ブランディング戦略で実施する研究やプログラムには、大学ブドウ園での農作業やフィール
ド調査など、アクティブ・ラーニングを活用した教育研究活動が多く含まれている。ブドウ園で
の農作業やフィールド調査は自然科学の根幹をなす観察眼を養い、建学の理念である「生
命を尊重し、自然を畏敬する。」の修得に役立つ。

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と考えている。

年度報告
学生諸氏はラオス醸造研修やインターンシップに積極的に参加した。成果の検証はアン
ケート、報告書などで行った。

達成度 S

改善課題



根拠資料
①ラオス醸造研修報告書
②インターンシップ報告書・報告発表会資料
③卒業生のアセスメントポリシーレーダーチャート

次年度の課題
と改善の方策

卒業生のアセスメントポリシーの結果を見ると、もう少し学問に重きを置く必要があると考え
る。

2019年度

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

現在福山大学で全学的に展開しているプロジェクト研究「瀬戸内の里山・里海学」は、本学
科の教育コンセプトである「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」に端
を発するものであり、その中心に本学科佐藤准教授の「ゲノム情報を用いた生物進化と生物
多様性研究」がある。これ以外に、「福山大学ワインプロジェクト」「ふくやまバラ酵母のパン
プロジェクト」「土壌微生物と作物とのインタラクション」「地域資源を活用する生物機能技術」
「瀬戸内の果実を用いた新しい果実酒・ジャムの開発」「天然物由来の機能性新素材の開
発」などに取り組んでいる。

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
初年次教育科目として「里山概論」を設けている。学生実験で「瀬戸内の里山里海学」に係
る内容を取り入れている。卒業研究でこのテーマに取り組んだ。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①福山大学シラバス（里山概論、学生実験）
②2019年度生物工学科卒業研究発表会資料

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
内部資金としては大学の予算、外部資金としては私立大学研究ブランディング事業や科学
研究費補助金、その他外部予算で実施している。

年度目標 現状を維持

年度報告
内部資金としては学科の教材費（卒業研究）、外部資金としては科学研究費、文科省プロ
ジェクト研究費をあてた。

達成度 S

改善課題

根拠資料
①学科予算要求書
②科学研究費交付関連書類
③文科省私立大学ブランディング研究関連資料

次年度の課題
と改善の方策

次年度は文科省プロジェクト予算が打ち切りになるので、外部資金の獲得を目指す必要が
ある。

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
審査付英語学術雑誌への掲載、学会での発表、各種講演会・セミナー・シンポジウム等、新
聞報道、TV放映、地域情報誌、学報、HP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 学術論文、学会発表、各種講演、出前授業等、新聞・テレビなどマスコミ広報ほか



達成度 S

改善課題

根拠資料
①2019年度生命工学部研究年報
②各種学会発表要旨集等

次年度の課題
と改善の方策

ブランディング研究の成果発表会・報告書刊行は新型コロナで次年度に延期になった。


