
福山大学　工学部 情報工学科　2020年度 自己点検・評価書
基準１. 理念・目的
　領域： 使命・目的、教育目的　

2020年度 工学部 情報工学科

中長期計画

情報工学科は「地域社会における情報工学の教育研究拠点として人材育成を図り、高度
情報化社会に貢献すること」を学科の理念としており、幅広い教養と各専門分野における
高度な工学専門知識・技術を習得し、広い視野と豊かな人間性を備えた実践的な技術者
の養成を行うとともに、各専門分野における新しい技術を創造し、社会に貢献することを
目的とする。

2020年度 工学部 情報工学科

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・目的及び教
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
「情報工学科は，情報工学に関する知識と技能を身に付け，情報化社会で活躍できる人材
を育成することを目的とする。」（大学ホームページの情報工学科）と記載しており、明
確である。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.105

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明
特色として、中国四国地方で最初にできた情報工学科（当初は情報処理工学科）であるこ
と、カリキュラムはJ17-CSに準拠すること、プログラミング道場を持つこと、などがあ
る。

年度目標 現状を維持

年度報告
新カリキュラム標準のJ17-CSに基づいて、新カリキュラムを作成し、2020年度より開始し
た。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学生便覧2020 p.108
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 2016年度の工学部外部評価に基づき、学科の年度方針の検討を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告
人工知能やビッグデータに必要な論理的思考を重視する新カリキュラムを策定し、2020年
度より開始した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学生便覧2020 p.108
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
中点検項目 １-２. 使命・目的及び教育目的の反映
点検項目 ① 使命・目的及び教育目的に対し、教職員の理解と支持は得られていますか。

現状説明
毎年の自己点検報告書および自己点検計画書の作成を教室会議で決定することなどによ
り、得られている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①自己点検報告書（2020）
②自己点検計画書（2021）

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 使命・目的、教育目的については、大学ホームページや学生便覧で示している。

年度目標 現状を維持



年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.105

次年度の課題
と改善の方策
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、教育目的を見直した際に中長期計画に反映している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①自己点検報告書（2020）
②自己点検計画書（2021）

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 毎年、反映されていること確認している。その結果、第三者評価で認証を受けている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 pp.105-106

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 整合性が取れていることを毎年確認し、第三者評価でも認証を受けている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①情報工学科採用人事要望書2020
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 工学部 情報工学科

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
2020年度 工学部 情報工学科

中長期計画

①AO入試の入学者の退学率が高いため、入試内容の見直しを検討する。
②在学生の増加に合わせて、学修環境を整える。（新規）
③BYODで可能な授業と困難な演習を調査し、BYODで可能な授業を明確にする。
④学科の教育内容（資格試験重視及び支援、全学生の学力向上）、学科の研究力の順
で改善していく。

2020年度 工学部 情報工学科
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
2016年度に改訂されたアドミッション・ポリシーを、学生便覧、大学ホームページ、学生
オリエンテーションで周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.106



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
教室会議で問題がある学生の入試種別の調査を行い、その入試改善を行っています。具体
的には、AO入試の学生の入学後の成績が良くない場合が見られたので、2017年度からAO入
試で英語の口頭試問を行っている。

年度目標 AO入試の入学学生の入学後の成績や状況を確認し、必要に応じて事前課題に反映する。

年度報告 「GPAを利用した単位取得状況に関するFD」を実施した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①【情報工】令和2年度大学院研究科及び学部・学科FD・SD研修実施調査表
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
自己点検で毎年検証している。また、入学後のGPAを入試種類ごとに調査している。卒業生
の質保証を行うことが必要であり、その対策として、資格試験取得支援を強化することを
実行している。

年度目標 現状を維持

年度報告 「GPAを利用した単位取得状況に関するFD」を実施した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①【情報工】令和2年度大学院研究科及び学部・学科FD・SD研修実施調査表
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。できていない場合、ど
のような対策を実施していますか。

現状説明
2018年度入試以降では、定員50名を超えている。学長室ブログを通じた継続的な広報、資
格試験取得支援強化などを実施している。

年度目標 現状を維持

年度報告 2020年度入試では、定員確保ができなかった。

達成度 B
改善課題 受験者数は増加しているが、入学手続き後の辞退者が非常に多い。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

学部長や入試広報室等の協力を得て、辞退者増の原因を調査する。

2020年度 工学部 情報工学科
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
学修体制をより良くするため、教室会議で定期的に議論を行っている他、学科内FD の実施
や大学FDへの参加などをおこなっている。授業評価アンケート結果に基づく学科FDの結果
については、報告書を大学教育センターに提出している。

年度目標 現状を維持

年度報告 「授業評価アンケートに関するFD」を実施し、問題点を調査した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①授業評価アンケート学科報告書
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
プログラミング応用演習、プログラミング入門演習、アプリデザイン演習、データベース
演習の授業で活用している。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスのため、多くの演習が遠隔授業となり、TAを全く利用できなかった。

達成度 C
改善課題 遠隔授業でもTAが利用できるように要望する。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

学長ヒアリングや法人ヒアリング等で、遠隔授業でもTAが利用できるように制度変更を要
望する。

2020年度 工学部 情報工学科



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
大学のキャリア形成支援体制を活用している。キャリア形成支援委員を中心に、学科教員
全員が支援している。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスのため、インターンシップに参加する学生が少なかった。

達成度 B
改善課題 遠隔のインターンシップをあまり活用できなかった。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

遠隔のインターンシップに参加するように学生を指導する。

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 教室会議、全学教授会などを通じ、資料を収集し、検証している。

年度目標 過去数年の就職先情報を表にし、教員及び学生間で共有する。

年度報告 現状を継続した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①セレッソ（就職報告）
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
資格取得者の単位認定、模擬試験実施などを行い、資格取得を支援している。インターン
シップについては、キャリア形成支援委員や指導教員を中心に支援を行う体制を整備して
いる。

年度目標 現状を維持

年度報告
新型コロナウィルスの影響で、資格試験が中止や延期となり、学生があまり受験できな
かった。

達成度 B
改善課題 試験がCBT化され、同時に多数が受験できなくなり、団体受験が困難になった。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

団体受験をやめ、個人で受験するように指導する。

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 就職委員の学生相談、就職懇談会を通じて、質及び内定率の向上に取り組んでいる。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスの影響で、就職活動を控える学生が多数いた。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

遠隔受験も積極的に受けるように学生を指導する。

2020年度 工学部 情報工学科
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
優秀な学生については福山大学特別奨学生Ａ，Ｂや一般奨学生の推薦をおこなっている。
必要に応じて、クラス担任が相談に応じている。また、教室会議で情報を随時共有してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を継続した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生委員会議事録
②教室会議議事録（学生の動向）

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
大学や工学部のハラスメントに関するFDを通じて防止に取り組んでいる。また、必要に応
じて、工学部教授会で情報を随時共有している。

年度目標 現状を維持

年度報告 工学部教授会で諸注意があった。



達成度 S
改善課題
根拠資料 ①第9回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
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 プログラミング道場への学科の支援，福山市との協働事業の実施などを行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスの影響もあり、あまり活動ができなかった。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

遠隔でも指導できる方法を模索する。

2020年度 工学部 情報工学科
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
教室会議、工学部教授会で協議しながら運営・管理を行っている。廃棄物やエアコンの清
掃費用を予算申請し、学修環境を整備する。

年度目標 現状を維持

年度報告 業者によるエアコンの清掃を行った。年度末にAO機器の廃棄物回収を行った。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①令和3年度予算要求書　工学部
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 BYOD教室、PC端末室、実習・実験施設（実験工房）、図書館を活用している。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスのため、遠隔授業となり、学生にあまり利用されていない。

達成度 B
改善課題 学生が登校できない状態では利用ができない。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

学生が登校できない状態では改善が難しい。密を避けるため、複数の部屋を連動して利用
する。

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
教室会議、工学部教授会などで検証している。なお、在学生数の増加によるスペースの確
保の問題に取り組む必要がある。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①第4,5回教室会議議事録
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
定員50名を大きく超える学生が入学したため、講義室やPC端末室が利用できないことが予
想される。

年度目標 講義室の改善（拡張）や教育・研究エリアの改善（拡張）を要求する。

年度報告
新型コロナウィルスのため、多くの演習が遠隔授業となり、ほとんどPC端末室が利用でき
なかった。

達成度 B
改善課題 遠隔でもある程度演習ができるようにする。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

BYODを推進し、自宅でも演習課題ができる方法を検討する。

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 法定点検を実施する。安全衛生委員会のマニュアルに沿って防災・防火を行っている。

年度目標 現状を維持



年度報告 工学部で不要な机や椅子の点検をした。全学の緊急地震速報訓練に参加した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①第7回工学部教授会議事録
②緊急地震速報訓練実施要項等
③第12回情報工学科議事録

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
学科には劇物・危険物の取り扱いはない。しかし、廃棄物（古い機器）の堆積が発生して
いる。

年度目標 廃棄物の廃棄の予算を要求する。

年度報告 年度末にOA機器の廃棄を行った。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①第7回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
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 避難訓練や避難マニュアルは全学で実施及び作成されており、周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 安否確認訓練及び避難訓練が全学で行われた。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①緊急地震速報訓練実施要項等
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
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 アンケートを実施し、その結果を教室会議、学科FDで検証し、改善を検討している。

年度目標 学科独自のアンケートの実施を検討する。

年度報告 １年生に対して、年度末に振り返りアンケートを実施した。検証はしていない。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①セレッソ「情報１年生」
次年度の課題
と改善の方策

アンケートを実施し、その結果を教室会議、学科FDで検証し、改善を検討する。

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
担任制により、学生の状況を密に把握し、教室会議で相談する体制が整っている。保健管
理センターの利用も行われている。

年度目標 現状を維持

年度報告 必要に応じて、学生または保護者と電話や面談を実施した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①ゼルコバの学生相談履歴
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 授業アンケートを実施し、その結果を教室会議、学科FDで検証し、改善を検討している。

年度目標 学科独自のアンケートの実施を検討する。

年度報告 学科独自のアンケートは実施しなかった。全学的なアンケートは行われている。

達成度 B
改善課題 学科独自のアンケートの実施の検討

根拠資料 ①



次年度の課題
と改善の方策

学科独自のアンケートの実施する。

2020年度 工学部 情報工学科

基準３. 教育課程
　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果
2020年度 工学部 情報工学科

中長期計画

学科の独立専門教育プログラムとして、IOTやAI技術を活用する「情報学フロンティア」を
卒業研究の共通テーマにする。2020年度より、学科のカリキュラムを情報処理学会が提
唱するJ17-CSに準拠するように変更した。この新カリキュラムでは、学生全体の学力の
向上を目指し、資格試験受験を重視している。また、新カリキュラムの効果を４年後に検
証する。2020年度 工学部 情報工学科

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 大学ホームページ、学生便覧、学生オリエンテーションにより、学内外に周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 学内外に周知した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.105

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
学科で作成し、工学部教授会で承認している。その結果は、学生便覧や大学ホームページ
で学内外に結果を広報している。

年度目標 現状を維持

年度報告 2020年度入学生から、新しい基準で実施し、オリエンテーション等で周知した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020 p.111
②福山大学HP
③授業シラバス

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
大学の規定に基づき、認定基準を学生便覧で公表している。学科会議、学部教授会で議論
することにより、基準に合っていることを確認し、厳正に適用している。

年度目標 現状を維持

年度報告 厳正に適用した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①第14回、15回工学教授会議事録
②授業シラバス

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
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
カリキュラム・ポリシーを策定し、大学ホームページ、学生便覧、学生オリエンテーショ
ンにより、学内外に周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 学内外に周知した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.105



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
2016年度、大学教育センター主導のもとに全学で3ポリシーの見直しを行い、学科でも整合
性を含めて改訂し、評議会で承認を受けた。したがって、両ポリシー間に一貫性がある。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を継続した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/eng/information-
engineering/Computer-Science-policy/
②学生便覧2020 p.105

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、シラバスチェックにより、カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程を体系的に編
成している。

年度目標 現状を維持

年度報告
カリキュラム・ポリシーに沿った新カリキュラムを策定し、2020年度入学生より適用し
た。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020 pp.105-111
②第18回教室会議議事録

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 共通教育科目として、必要単位数や分野を定めて実施している。

年度目標 現状を維持

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2020 pp.85-90
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
学科の大多数の講義では、積極的にBYODに取り組んでおり、セレッソでの課題や資料配布
を実施している。また、グループによる学修や発表も取り入れている。

年度目標 現状を維持

年度報告 新型コロナウィルスのため、多くの授業が遠隔授業となり、セレッソ等が多用された。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①各授業のセレッソのコンテンツ
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
ディプロマ・ポリシーをベースにして、卒業研究のルーブリック評価をする等、整合性を
考慮する努力を続けている。

年度目標 現状を維持

年度報告
中間発表の形式を変えるなど、新型コロナウィルスの影響を考慮しつつ、卒業研究のルー
ブリックを一部変更した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①第5回教室会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
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
授業評価アンケート結果と単位取得状況を教室会議で把握し議論することにより検証して
いる。アセスメントの評価が大学教育センターにより実施されており、その結果を学科で
共有している。

年度目標 新カリキュラムとアセスメント・ポリシーの整合性を点検する。

年度報告 アセスメント・ポリシーを新カリキュラムに合わせて更新した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2021 pp.106-107
②第15回教室会議議事録

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
大学全体で授業評価アンケートが実施されており、その結果を使って、学科内FDを実施
し、授業改善を図っている。

年度目標 各教科の受講者数やGPA分布を点検し、改善に活かす。

年度報告
「授業評価アンケートに関するFD」及び「GPAを利用した単位取得状況に関するFD」を実施
し、問題点を調査した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①【情報工】令和2年度大学院研究科及び学部・学科FD・SD研修実施調査表
②授業評価アンケート報告書
③第27回教室会議議事録

次年度の課題
と改善の方策
2020年度 工学部 情報工学科

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
2020年度 工学部 情報工学科

中長期計画

学科には8名以上の教員が必要で、そのうち4名以上が教授である必要がある。現在、教
授4名、准教授3名、講師１名、助教1名の9名の教員が在籍している。将来的には教員数
10名以上、教授数5名以上を目標とする。学科のカリキュラムの４つの分野（ソフトウェア、
ハードウェア、ネットワーク、応用）の講義・演習を複数の教員が対応できる体制を構築す
る。

2020年度 工学部 情報工学科
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
学長の大方針の下で、全学教授会、工学部教授会、教室会議を通じて、当学部署の長の
リーダーシップがいきわたるようになっている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①全学教授会議事録（各回）
②工学部教授会議事録（各回）
③教室会議議事録（各回）

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
全学の委員の下に役割分担をしている。また、学部、学科内の仕事も年度初めに教員の負
荷分散を考慮しながら、各教員の役割を教室会議で決定している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学科各種委員会名簿
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
学科独自の職員（助手、技術職員、事務職員）はおらず、学生課、教務課、就職課、工学
部事務をはじめとする関係部署と連携して学科運営を行っている。

年度目標 役割分担が明確になるように検討する。

年度報告 継続した。ただし、役割分担は明確ではない。

達成度 B
改善課題 役割分担が明確になるように検討する。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

役割分担が明確になるように検討する。

2020年度 工学部 情報工学科
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

適切な年齢構成の教員を適切に配置し、自己点検、第三者評価で認証を行っている。情報
系カリキュラム標準J1７-CSに基づいて、教員を採用し、専門科目の担当を割り当ててい
る。 性別については女性教員が全くいないため、女性教員の採用を大学に優先的に要求す
る。

年度目標 女性教員1名の採用を要求する。

年度報告 人事要望書を提出したが、承認されなかった。

達成度 C
改善課題 女性教員がいない。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

女性教員の採用を努力する。

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 確保している。毎年自己点検し、第三者評価でも認証されている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①自己点検報告書（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 全学FD、工学部FD、学科内FDを実施している。

年度目標 現状を維持

年度報告 学科でFDを２回実施した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①令和2年度大学院研究科及び学部・学科FD研修実施調査表
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
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
大学主催、学部主催及び研究科主催のＦＤに積極的に参加している。更に工学部では、研
究倫理教育、安全教育が適切に行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 工学部及び工学研究科でSD及びFDが実施された。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①第4回工学部教授会議事録
②工学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 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
教務事務についてはゼルコバ等のICTの活用が行われている。学科内では電子メールや
Karin, office365を使った情報共有を行っている。

年度目標 業務時間確保のため、事務書類のICTの活用を要求する。

年度報告
新型コロナウィルスのため、多くの工学部教授会が遠隔会議となった。また、研究科委員
会はメール審議を実施した。しかし、経理や人事の事務書類はペーパーレスにはなってい
ない。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

業務時間確保のため、事務書類のICTの活用を要求する。

2020年度 工学部 情報工学科
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
教育、大学運営、社会貢献の負荷が大きく、研究に専念する時間は十分には確保できてい
ない。情報工学科では、教員ごとの研究室はなく、全教員共通の教育・研究エリアとなっ
ている。在学生数の増加に伴い、実験スペースが足りなくなりつつある。

年度目標 会議の効率化を図り、研究時間の増加を目標とします。実験用スペースを増やす。

年度報告
新型コロナウィルスの影響で、多くの演習が遠隔実施となり、実験用スペースの増加の議
論はできなかった。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

実験用スペースの増加を検討する。

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 工学部の研究倫理教育に学科教員全員が参加し、テストを受けている。

年度目標 現状を維持

年度報告 オンラインで実施した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①第4回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 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 外部資金依存が多く、外部資金がない教員は苦労している。

年度目標 科研費獲得に関するFDを実施するなど、外部資金獲得を増やす努力を行う。

年度報告 工学部での科研費SD研修が実施された。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①第6回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 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 大学全体のマニュアルがあり、教員全員がそれに従ってFD等で教育を受けている。

年度目標 現状を維持

年度報告 工学部で、FDが実施された。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①福山大学「研究関連ガイドブック」
②工学部コンプライアンス研修資料

次年度の課題
と改善の方策
2020年度 工学部 情報工学科

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
2020年度 工学部 情報工学科



中長期計画

法令と大学規則と学科３ポリシーに基づき、教育・研究体制を維持するだけでなく、強化
を図る。このためには入学者数の増加・安定化が必要となる。入学者数の増加・安定化
のためには、卒業生の社会的評価を上げる必要がある。卒業生の資格所有の割合は、
社会的評価の高さのもっとも分かりやすい指標の一つである。資格試験合格が本学科の
最終的な目標ではないが、資格を持つことは、総合的な専門知識を駆使する卒業研究を
行う為の力にもなる。従って、学科の力を強化するための第一歩として、資格試験取得強
化を行っている。

2020年度 工学部 情報工学科
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 全学の自己点検評価委員会や学部の方針に従い、教室会議や工学部教授会で検証してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 教室会議で新カリキュラムに合わせて、アセスメントポリシーを改訂した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①福山大学自己点検評価規程
②第15回教室会議議事録
③福山大学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
2020年度 工学部 情報工学科
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
大学の自己点検の年度計画、年度報告を学科内で議論して作成しており、結果を共有して
いる。

年度目標 現状を維持

年度報告 新カリキュラムに合わせて、アセスメントポリシーを更新した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2021 pp.106-107
②第15回教室会議議事録

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 教室会議などでGPA等データを使った分析を行い、学生指導に利用している。

年度目標 現状を維持

年度報告 「GPAを利用した単位取得状況に関するFD」を実施し、問題点を調査した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①【情報工】令和2年度大学院研究科及び学部・学科FD・SD研修実施調査表
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 工学部 情報工学科
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
学科の自己点検報告書や計画書を毎年作成し、全学自己点検委員会の点検を受けることで
PDCAサイクルを行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①自己点検報告書（2020）
②自己点検計画書（2021）

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 研究関連のコンプライアンス教育を研究倫理教育として教員に実施している。



年度目標 学部でのFD研修会や大学の研究倫理e-ラーニングに確実に参加するようにする。

年度報告 コンプライアンス教育を工学部で実施した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①第6回工学部教授会議事録
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 工学部 情報工学科

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）　
2020年度 工学部 情報工学科

中長期計画

ブランディング戦略を本学科の教育・研究の活性化に利用する。学生教育の一貫として、
学生と教員がブランディングに関する研究に積極的に参加し、そのことによる、学生の大
学院進学率の向上、教員の研究力（論文数）の増加を図る。ブランディングに直接かかわ
らない研究についても、その研究をブランディング戦略に役立たせる方策を模索する。

2020年度 工学部 情報工学科
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
教員へはホームページを通じて周知を進めているとともに、福山大学ブランディング戦略
に関するFDへの参加を促している。学生には卒業研究のテーマとしても取り上げている。

年度目標 現状を維持

年度報告 卒業研究の一部(3件)で実施した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度卒業研究論文題目
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
学科内の約半数の教員が、魚の養殖の改善技術に関する研究、里山の防災に関する研究等
を通じてブランディング事業に関わっている。

年度目標 現状を維持

年度報告
卒業研究（3件）や学会（2件）等で成果を公表している。藻場探索ドローンの開発や藻場
探索方法の提案などがある。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①2020年度卒業研究論文題目
②ブランディング事業報告書

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
ブランディング事業に関わる研究に、学生も取り込む努力を行っている。昨年度は学生が
国際会議で発表するなどすでに実施している。

年度目標 現状を維持

年度報告 卒業研究（3件）で実施した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度卒業論文
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
学科内のブランディング事業に関わる研究テーマの中には地域の防災を目的としているも
のや、地域産業の柱の一つである魚の養殖技術に関するものが入っている。この研究を進
めることが、地域貢献になり、その評価が検証である。



年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①安全・安心教育研究センター報告書
②ブランディング事業報告書

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
魚の養殖の改善技術に関する研究、里山の防災に関する研究等を通じてブランディング事
業に関わっている。学生がブランディング事業に関わることで、地域の中核となる幅広い
職業人の育成に結び付いてる。企業アンケートや就職先の分析を行うことで検証をする。

年度目標 現状を維持

年度報告 卒業研究（3件）で実施した。藻場探索ドローンの開発や藻場探索方法の提案などがある。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度卒業論文題目
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

学科内のブランディング事業に関わる研究テーマの中には地域の防災を目的としているも
のや、地域産業の柱の一つである魚の養殖技術に関するものが入っている。この研究を進
めることが、地域貢献になり、卒業研究発表会や指導教員の評価により、成果を検証す
る。

年度目標
学生が卒業研究などでブランディング事業に関わるようにする。卒業研究発表会や指導教
員の評価により、成果を検証する。

年度報告 卒業研究（3件）で実施した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度卒業論文
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
学生が地域の防災を目的としているものや地域産業の柱の一つである魚の養殖技術に関す
るブランディング事業に関わることで、地域の中核となる幅広い職業人の育成に結び付い
ている。

年度目標 ブランディング事業に関わり、地元企業に就職した学生が、地域に貢献する。

年度報告 卒業研究(3件)で実施した。卒業研究発表会で検証した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度卒業論文
次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❽ 福山ブランディング戦略は、これからも進化させて、さらに発展させることが必要で
す。ブランディング戦略のブラッシュアップにどのように取組んでいますか。

現状説明
大学全体でブランディング事業の成果発表会（ＦＤ）を実施している。ブランディング事
業に関連した卒業研究を学生が国際会議で発表し、受賞している。

年度目標 学外発表を通してブラッシュアップを行う。

年度報告 教員が学外発表（2件）した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①安全・安心教育研究センター報告書
②ブランディング事業報告書

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 工学部 情報工学科
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
学科内の約半数の教員が、魚の養殖の改善技術に関する研究、里山の防災に関する研究等
を通じてブランディング事業に関わっている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を継続した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①安全・安心教育研究センター報告書
②ブランディング事業報告書

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 大学の学内研究費の申請の他、外部資金調達の努力を行う。

年度目標 外部資金を獲得する。

年度報告 ブランディング事業に関する外部資金を獲得できなかった。

達成度 C
改善課題
根拠資料
次年度の課題
と改善の方策

必要な外部資金を獲得する。

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 ホームページ（学長室ブログ等）や学会、メディアにおける研究成果発表を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 教員が学外発表（2件）した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①大学ホームページhttps://www.fukuyama-u.ac.jp/project/project_branding/
②ブランディング事業報告書

次年度の課題
と改善の方策


