
福山大学　生命工学部 生物工学科　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 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。

2020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

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されている。

年度目標 現状を維持

年度報告 使命・目的は、生命工学部規則に具体的に明記されており、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2020

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。以上、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・学科との区別化がなされている。

年度目標 現状を維持

年度報告
佐藤准教授を中心に大学ブランディング研究「瀬戸内の里山・里海学」を推進したほか、
「福山バラの酵母」プロジェクトで地元企業と連携してクラフトビール、日本酒を上市す
るなど、本学科の個性・特色を明示した。

達成度 S
改善課題 社会の変化や社会的要求にあわせて、学科の個性・特色をわかりやすく学内外に示す。

根拠資料
①学科の３ポリシー（学生便覧2020）
②クラフトビール、日本酒「RoseMind」上市に関する新聞記事等

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

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。また、特に2020年は新型コロナウイルスのパ
ンデミックで健康やバイオ技術への関心が高まっている。

年度目標
広い分野でバイオ技術に対する社会の要望や注目が高まった。このような社会の要請や背
景の変化を、学科の教育研究改善に活かす。

年度報告
社会の要請や背景の変化について検討し、「動物細胞工学研究室」を「動物学研究室」
に、「ゲノム科学研究室」を「微生物科学研究室」に変更した。2020年度は新型コロナウ
イルス感染の拡大で、バイオテクノロジーに関する社会の認知が大幅に高まった。

達成度 A
改善課題

社会が本学科卒業生に求める資質について検討し、カリキュラムや研究内容を改善してい
きたい。

根拠資料
①生物工学科学科会議議事録
②2020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

社会の要請や背景の変化について検討したが、学科の認知が高まったかの検証が課題であ
る。

2020年度 生命工学部 生物工学科
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

「生物の仕組みを明らかにし、それを生活の向上に役立てる」という生物工学科の使命・
目的および教育目的は、学生便覧や大学要覧などに記載して周知を図っており、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
支持が得られている。

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
学科会議や2021年3月11日（木）に開催された生命工学部FD「自己点検評価の達成度」を通
じて、本学科の使命・目的および教育目的について理解を深めた。

達成度 S
改善課題 理解と支持は得られているので、それが行動に繋がるよう努める。

根拠資料
①学生便覧2020（学科の３ポリシー）
②学科会議議事録ほか
③学部FD報告書（2021年3月11日）

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

年度報告
現状を維持すべく公表、周知に努めたが、新型コロナウイルス感染のため多くのイベン
ト、高校訪問などが中止となった。

達成度 A
改善課題 SNSなどを更に活用したい。

根拠資料
①学生便覧2020
②生物工学科ホームページ

次年度の課題
と改善の方策

2020年度は学外での活動に制限が多かったので、次年度はその挽回が課題である。

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、中長期計画に反映している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持

達成度 A
改善課題 教員組織の中長期的な更新が課題である。

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
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
学科会議や2021年3月11日（木）に開催された生命工学部FD「自己点検評価の達成度」を通
じて、本学科の使命・目的および教育目的について理解を深めた。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020（学科の３ポリシー）
②学科会議議事録ほか
③学部FD報告書（2021年3月11日）

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である。

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。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 教育研究組織の年齢構成や男女比率の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課題である。



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

現状で学科教員数は定員を超えており、教員組織をいかに改革するかが課題である。

2020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
2020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。

2020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

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②大学要覧2020
③福山大学入試要項

次年度の課題
と改善の方策

全学外部評価委員会では、アドミッション・ポリシーを高校生が簡単に理解できるように
変更することが提案されている。本学科も大学の方針に従い、改訂の必要が有れば改訂を
行う。現状で入学者数が学科定員を大きく下回っており、アドミッション・ポリシーに
沿った学生募集が課題である。

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、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
したか検証し、受験者数、入学者数を増やすべく務めた。2020年度は2019年度より20%程入
学者数が増えたが、引き続き定員を満たしておらず、入学した学生の検証と受入改善に尽
力する。

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
生の動向に基づき検証した。学生受入の改善には十分に活かされなかった。

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努力する。

根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

入学定員充足に向けて、教育内様の更新と広報に努める。定員が充足していない状況下で
は、APに沿った学生だけを受け入れるのは難しい。

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
学科の受験者・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、その動向について入試広報室参事の意見も聞きながら、様々な角度から分析してい
る。

年度目標
今年度行った対策と受験者数、入学者数の推移を見ながら、受験生をより獲得すべく分
析・検証を続ける。また、引き続き入試広報参事とも綿密に意見交換し、入学生増加の方
策を検討する。



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
と密に連携した。2021年度入試は新型コロナ禍での特殊な環境下にあり、検証と分析が難
しい。

達成度 B

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
次年度の課題
と改善の方策

予想されたことであるが、新型コロナ禍で遠方からの受験生が減少した。次年度に向け
て、いかに学生募集に尽力し定員確保に努めるかが課題である。

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。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
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。５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を満たしたものの、この数年は定員割れが続
いている。一方、2020年度新入生数は2019年度生より2割強改善した。

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。また、引
き続き入試広報参事とも綿密に意見交換し、入学生増加の方策を検討する。

年度報告
2021年度入学生は、2020年度に比べて大幅に減少し、適切な学生受入数を確保できなかっ
た。今年度は新型コロナ感染のため、SNSなどネット上での学科宣伝を強化したほか、マス
コミに学科の活動（バラ酵母、生態学など）を多数取り上げていただいた。

達成度 B
改善課題 現状で定員が確保できていないことが改善課題である。

根拠資料 ①

次年度の課題
と改善の方策

予想されたことであるが、新型コロナ禍で遠方からの受験生が減少した。次年度に向け
て、学生募集に尽力し定員確保に努める。対策としては学科のカラーを明確にし、受験生
のニーズに則した広報活動を対面・ネットの両面で行う。

2020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、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。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

年度報告
教務委員会、学生委員会などで担当教員と職員が協働して学修体制を整備し、情報を学内
で共有している。学外へは大学HPなどで公表している。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②各種委員会議事録
③大学のホームページ

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
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、2020年度は学科に大学院生が
いないため活用できない。

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 大学院進学を勧める。

根拠資料 ①ＴＡ不在のため根拠資料はありません。
次年度の課題
と改善の方策

次年度は2名の大学院生が在籍する予定なので、TAをいかに有効活用するかが課題である。

2020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
を利用するとともに、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
いる。大学院進学は、主としてゼミ担当教員が勧誘と支援を行う。

年度目標 現状を維持



年度報告
学科内のキャリア支援体制は、就職委員を中心に研究室の指導教員が連携してあたった。
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をめざした
が、新型コロナの影響で十分な活動ができなかった。大学院進学者が出た。

達成度 A
改善課題 大学院進学者がいないのが改善課題である。

根拠資料
①インターンシップ発表会資料、報告書等
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

ニューノーマルなキャリア支援が課題である。

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
就職課が収集する進路届に加え、学科及び研究室が独自に進路先、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、学科会議で検証している。

年度目標 現状を維持

年度報告
過去3年程度の就職資料の整理は保管されており、就職先の検討をしたが十分とは言えない
状況である。

達成度 A
改善課題

過去3年は売り手市場で就職活動が楽であったが、2020年度は新型コロナ等による不況で求
人市場が厳しくなると考えられる。

根拠資料
①学科内の就職関係資料（内部資料）
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

在学時の過去の就職活動情報に加え、就業後の情報も収集・検証できればキャリア支援に
有益であると思われるが、課題が多い。

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、学科の指標として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。また、インター
ンシップには力を入れている。

年度目標 現状を維持

年度報告
教員免許資格取得は全学に準拠した。中級バイオ技術者認定試験は学科の指標として実施
し、3年生ほぼ全員が受験した（発熱で1名辞退）。「バイオ演習Ⅲ」の授業で対策講座を
行った。インターンシップは新型コロナ禍で十分に実施できなかった。

達成度 A
改善課題 対策講座などで、中級バイオ技術者認定試験の合格率を上げる。

根拠資料
①教員免許状取得者一欄
②中級バイオ技術者認定試験結果
③インターンシップ報告書

次年度の課題
と改善の方策

中級バイオ技術者認定試験合格率の向上とインターンシップの充実が課題である。

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

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、教員全員で共有・検証している。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

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結果、就職率はほぼ100%であった。

達成度 A
改善課題 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）
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

就職率は高いので、就職の質の向上が課題である。

2020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。また、2020年
度から実施される高等教育無償化の適用を受けられるよう、学生指導を始めた。

年度目標 現状を維持

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。大学から新型コロナウ
イルス対策費用として、学生一人当たり5万円が支給された。

達成度 A
改善課題 今年度は、給付型奨学金のスムースな運用が課題である。



根拠資料
①各種奨学金関連資料
②大学からのコロナ対策支援金支弁書類

次年度の課題
と改善の方策

新型コロナ禍により経済的苦境に立たされた学生は少なくないと思われるが、その実態の
調査や時期を得た経済的支援が実施できたかどうか不明である。

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

『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

年度報告
学科内で発生防止に取り組み、本学科内ではハラスメント事例は発生しなかった。また学
生に対する教員の対応に関して、学科ミニFD研修を実施した（2021年2月5日）。学部FDと
して、ハラスメント防止の講演会を実施した（2021年3月11日）。

達成度 S
改善課題 ハラスメントの芽は未然に摘み取る。

根拠資料
①全学ハラスメント対応委員会報告書
②学科会議議事録
③学部FD研修実施報告書

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

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ラオス醸造研修
　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などの国際交流
　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。

年度報告
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、本年度はほとんど課外活動が実施できなかっ
た。一部のサークルでは、本学科の学生が好成績をおさめた（弓道部新人戦女子）。

達成度 B
改善課題

国際交流活動に関しては、2020年度は新型コロナウイルスの影響を大きく受けると危惧さ
れる。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

新型コロナウイルスの感染状況を鑑みながら、これまで行ってきた学科の活動を再開して
いきたい。

2020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
変化が激しく、雨漏りや空調施設の故障に頻繁に見舞われるなど、他学部と比べて施設の
老朽化が進んでいる。

年度目標 学修環境は老朽化しているものの、教育研究に支障が無いよう適切に運営・管理する。

年度報告
今年度は大きな事故もなく適切に管理された。また新型コロナ感染拡大のため、校地、校
舎等をあまり使わなかった。ただ建物の老朽化は進んでいる。

達成度 A
改善課題 施設設備の老朽化は無視できず、来年度予算申請で改善を要求していきたい。

根拠資料
①2020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

学修環境を順次整備すべく、2022年度学科予算要求書に盛り込むことが課題である。

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

ICT教室は授業などで利用しているが、限定的である。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。上の項目で書いたよう
に、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。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。



年度目標
ICT教室、図書館を引き続き活用する。実習・実験施設は、教育研究に支障が無いよう整備
しながら利用する。特に2020年度は新型コロナウイルスの影響で遠隔授業などのトライア
ルが始まり、それへの対応策を検討する。

年度報告
新型コロナウイルス感染拡大のため、ICT教室、実習・実験施設、図書館等を活用する機会
は例年に比べて減った。一方遠隔授業拡充のため、大学のICTリソース（セレッソ、ゼルコ
バ）の利用が大幅に増え、教職員・学生のICTスキルが向上した。

達成度 A
改善課題 引き続き、実習・実験施設の整備・更新を進める。

根拠資料
①学科の授業、学生実験のシラバス
②大学のLMS等の使用記録

次年度の課題
と改善の方策

これまでの対面での利用に加え、遠隔で各種資源をいかに効率的に活用するかが課題であ
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が、十分とは言えない。

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。新型コロナ禍の下、特に変化はなかった。

達成度 A
改善課題 17号館には十分に活用されていない部屋もあるので、順次整備して行きたい。

根拠資料 ①女子更衣室、学生資料室の配置（教務の手引き2020）
次年度の課題
と改善の方策

2021年度は未来創造館が竣工するので、そちらのアメニティースペースをいかに活用する
かが課題である。また学科内で有効に使われていないスペースの有効活用が課題である。

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、上記したように施設・設備は老朽化が進ん
でいる。

年度目標 教育研究に支障が無いよう、施設・設備を適切に管理する。

年度報告
現状で学生数に対する施設・設備には大きな不備はないが、装置等が老朽化しているので
段階的に更新した。特に学生実験室の天秤やピペット、pHメーターなどを順次更新した。

達成度 A
改善課題 施設・設備の中には壊れているものもあるので、順次点検する。

根拠資料
①2020年度生物工学科予算要求書
②各種修理記録
③機器廃棄記録

次年度の課題
と改善の方策

中長期的に施設・設備の更新をしていくのが課題である。

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
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。2019
年11月22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 現状を維持

年度報告
大学の「安全衛生委員会」は、危機対応基本マニュアル（第2版）を改訂した。これに従っ
て、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）を徹底した。

達成度 A
改善課題 障害物等があれば撤去する。

根拠資料 ①危機対応基本マニュアル（第2版）
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
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 現状を維持

年度報告
生命工学部内で保管している毒物等（シアン化物、水銀化合物、ヒ素化合物、アジ化ナト
リウム、亜硝酸、四塩化炭素など、社会一般で毒物と認識されている化学試薬）につい
て、専門業者に依頼して廃棄処理を行い、最小必要限の保管量とした。

達成度 A
改善課題 各部署で劇物・危険物が適切に管理されているか点検を行う必要がある。



根拠資料
①　毒物等廃棄契約書（アサヒプラテック株式会社）
②　福山大学化学物質管理規定
②　化学物質管理システム説明書

次年度の課題
と改善の方策

2021年度は新たな化学物質管理システムが稼働するので、これを有効に活用することが課
題である。

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

『全学的な福山大学安全衛生委員会に、学科から教員２人が参加しており、本委員会で審
議・決定した事項を学科会議において報告し、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 現状を維持

年度報告

新型コロナウイルス感染拡大に伴い福山大学危機対応委員会が立ち上げられ、その指示の
もとに適切な安全行動をとった。また、教職員、学生には「健康管理と行動調査」への回
答を求め、健康管理に努めたが、特に1、2年生の回答率が低かった。2020年11月5日に実施
された防災訓練に、学科のほぼ全員の教職員、学生が参加した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科毎の「健康管理と行動調査」回答率
②防災訓練実施報告書（2020年11月5日）

次年度の課題
と改善の方策

学年により「健康管理と行動調査」の回答率にバラツキがあるのが課題である（１、２年
生が低い）。

2020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

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。

年度目標 現状を維持

年度報告
学生による授業評価アンケートの実施と報告書作成、フィードバックを行った。1年生に対
する共通教育に係るアンケートや卒業生アンケートを行ったが、検討し活用する体制の整
備には至らなかった。「健康管理と行動調査」に各種書き込みがあった。

達成度 A
改善課題

アンケートがマンネリ化していて、学生の意見や要望を収集できているか検討する必要が
ある。

根拠資料 ①学生による授業評価アンケート（報告書、学科での総括報告書）

次年度の課題
と改善の方策

遠隔授業の内容や受講環境に関する意見や要望を把握し、その情報を活用して解決へのア
クションを取る体制が課題である。遠隔授業2年目の次年度は、各教員が遠隔で得た学生の
情報も学科会議で共有する。

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
むので、学生課等と協働の上、その把握と分析・検討に慎重に取り組む。

年度目標 現状を維持。2020年度から給付型奨学金制度の変更があるので、学生に周知を図る。

年度報告
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、特に1年生と接する時間が極めて限られ、
学生の意見・要望を把握してその分析と検討結果を活用する体制がうまく機能しなかっ
た。そのせいか、１年生数名の単位取得状況に難点が生じた。

達成度 B
改善課題

画一的なアンケートでは意見・要望の収集は難しく、個別に話を聞くなりして課題・問題
点を汲み取っていきたい。

根拠資料 ①



次年度の課題
と改善の方策

健康状態や経済状況などに関する意見や要望を把握し、その情報を活用して解決へのアク
ションを取る体制が課題である。遠隔授業2年目の次年度は、各教員が遠隔で得た学生の情
報も学科会議で共有する。

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
学生の意見・要望の把握体制は上述した通りである。その分析と検討結果の活用は学科会
議等で行っている。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
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大のため、特に1年生と接する時間が極めて限られ、
学生の意見・要望を把握してその分析と検討結果を活用する体制がうまく機能しなかった
と考えている。そのせいか、単位取得状況に難がある1年生が見受けられた。

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

学修環境に関する意見や要望を把握し、その情報を活用して解決へのアクションを取る体
制が課題である。遠隔授業2年目の次年度は、各教員が遠隔で得た学生の情報も学科会議で
共有する。

2020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
2020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。

2020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・ポリシーを、学生便覧や大学ホームページに詳細に記載
しており、学内外に周知している。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

年度報告
学科のディプロマ・ポリシーを学生便覧に掲載するとともに大学HPで公表し、在学生に対
して年度初めのオリエンテーション等で説明した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②福山大学HP（生物工学科のポリシー）

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・学科主任と教務委員を中心とし
て検討し、学科会議の議を経て策定する。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

年度報告
現状を維持し、学生便覧や大学ホームページにより学内外に周知した。また、各学年開始
時のオリエンテーションで説明し、周知に努めた。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②福山大学HP（生物工学科のポリシー）

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、学生便覧に記載して公表し
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厳正に運用
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

年度報告 現状を維持し、厳正に適用した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②福山大学HP（生物工学科の３ポリシー）
③学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

2020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
カリキュラム・ポリシーは学科会議などの議を経て策定し、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している。また大学HPにアップ
し、学内外に周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②福山大学HP（生物工学科のカリキュラム・ポリシー）

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し、一
貫性を持っている。2019年度から運用しているアセスメント・ポリシーでは、カリキュラ
ム・ポリシーとディプロマ・ポリシーを関連付けて教育成果を数値化して評価している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①学生便覧2020
②福山大学HP（生物工学科の３ポリシー）
③アセスメント・ポリシーレーダーシート

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
学科の教育課程は、カリキュラム・ポリシーに沿って体系的に構築している。これをカリ
キュラムマップに図式化し、学生にわかりやすく提示している。

年度目標
2019年度に行ったカリキュラム変更に続き、学科のカリキュラム・ポリシーに沿うよう教
育課程を体系的・継続的に見直し、授業内容を改善する。

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

学科のカリキュラム・ポリシーに沿うよう教育課程の体系を見直し、カリキュラムをスリ
ム化していく必要がある。

根拠資料 ①学生便覧2020（カリキュラムマップ）
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
学科教育の中での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
とともに教養教育を十分に実施している。学科からは自然分野の教養科目を提供する。英
語科目の専門英語を、学科教員が担当する。

年度目標 現状を維持。学部が提供する新たな教養教育科目「微生物と人間」を始める。

年度報告
2020年度は生命工学部からは自然分野の教養科目「微生物と人間」を新たに提供した。こ
れに加えて2021年度は「瀬戸内の里山・里海学」の一部を生命工学部3学科から教員各1名
が担当する。

達成度 S
改善課題 本年度から、学科で新たな教養科目を提供し、多くの受講生を集める。

根拠資料
①学生便覧2020
②教務の手引き2020
③2020年度シラバス

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。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 Zelkova、Cerezo等のICT環境がバージョンアップされたので、それに対応する。

年度報告

新型コロナウイルス感染拡大防止のために、2020年度は学生実験等を除く対面授業をほと
んど行うことが出来なかった。しかし、授業実施の新たな形態としてICTを活用した遠隔授
業の導入を進め、生命工学部の全教員がICTを活用した授業方法の修得、開発に取り組ん
だ。2020年度前期の学生による授業評価アンケートで遠隔授業に対して調査した結果、高
い評価を得た。殆どの教職員が第１回FD・SD研修会：第7回教育改革シンポジウム「遠隔教
育を考える：（2020年9月14日）を受講した。

達成度 S
改善課題 遠隔でも学修が行える様なシステム作りが求められている。

根拠資料
①各教員による遠隔授業資料（セレッソ、YouTube等）
②学生による授業評価アンケート（2020年度前期分）

次年度の課題
と改善の方策

教員によってICT授業の内容や質のバラツキが大きいと思われ、この是正が課題である。

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
ディプロマ・ポリシーと卒業判定の整合性に鑑み、ルーブリック評価を用いて卒業判定を
行っている。2018年度から卒業研究へのルーブリック評価を導入しており、ルーブリック
表の内容は4年次生の新学年オリエンテーションにて説明している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。卒業研究の評価を、DPと整合性のあるルーブリック表を用いて行った。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①卒業研究ルーブリック表（学内資料）
次年度の課題
と改善の方策

2020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。令和元年度卒業
生には、卒業時に4年間のアセスメント・ポリシーのレーダーシートが配布され、学科でそ
の結果を検証して報告書を提出した。

年度目標 現状を維持

年度報告
学科でアセスメント・ポリシー・レーダーシート結果を検証した。大学教育センター運営
委員会において、アセスメント・ポリシーによる評価方法が検証された。

達成度 S
改善課題 アセスメント・ポリシー結果を点検して、改善課題が見つかった。

根拠資料
①生物工学科アセスメント・ポリシーレーダーシート
②大学教育センター運営委員会議事録（2021年3月）
③学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

アセスメント・ポリシ－・レーダーシートの結果をいかに改善に活かすのが課題である。

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

年度報告
学生による授業評価アンケート結果を受け、各教員から学生にフィードバックした。各教
員の報告書を学科長が取り纏めた点検報告書を学科内で共有、検討した。

達成度 S
改善課題 アンケート疲れからか、改善に繋がるような情報はあまり得られていない。

根拠資料
①授業評価アンケート報告書
②生物工学科授業評価アンケート点検報告書

次年度の課題
と改善の方策

今年度は初めて遠隔授業に関するアンケートを行った。その結果をいかに改善に活用する
かが課題である。

2020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
2020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。

2020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

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①2020年度学科会議議事録
②2020年度学部教授会議事録

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

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
各教員が分担する役割・責任等を毎年見直し、学科として適切な教学マネジメントが実施
できるよう努める。

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

学科教員組織の高齢化に伴い、一部の教員に役割・責任が集中するなどの弊害が出て課題
となっている。教員組織を漸次刷新する必要がある。

根拠資料
①2020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

一部教員に役割が集中しており、バランスのとれた役割の分担が課題である。

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
学科に助手を一人配置し、学科役割分担表などで役割を明確化し、特定の業務を担当させ
ている。ただし学科業務全体の中で助手が受け持つ業務が十分検討されておらず、教学マ
ネージメントの機能性を高めているかどうかは不明である。

年度目標 現状を維持

年度報告 職員として学科に助手一名を配置している。職員の役割分担はあまり明確化されなかっ
た。達成度 B

改善課題 職員が学科の教学マネージメントの機能性を高めているのか、検証する必要がある。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

今後一部学科以外は助手を配置しないのが大学の基本方針である。教学マネージメント機
能を高めるため、職員の役割を明確にする。

2020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

本学科の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。一方、
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。2017年度に受審した
生命工学部外部評価において、教員の高齢化と性別（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
教員構成の偏りはすぐには解消できないので、少しずつ是正する必要がある。中長期的に
教員の配置換えや若手・女性教員の新規採用を目指したい。

年度報告 現状を維持し、性別、年齢、職階等に変更はなかった。准教授1名の教授昇任が認められ
た。達成度 B

改善課題 教員の高齢化が進み、若手・女性教員が不在で、教授に偏る教員構成の是正が課題であ
る。根拠資料 ①

次年度の課題
と改善の方策

生物工学科は性別構成、年齢構成、職階構成の全てに歪みがあり、短期的な是正は難しい
ので中長期的に取り組む。

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。2020
年4月1日現在の教員数は、11人（内教授9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目指す。

年度報告 現状を維持し、教員数を確保した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①大学ホームページ（生物工学科の教員紹介）
次年度の課題
と改善の方策

求められる教員数は十二分に確保しているが、質の確保が課題である。

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研修に参加している。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研修を開催している。

年度目標 現状を維持し、学科独自のFD研修などを企画・実施する。

年度報告

大学教育センターが2020年9月14日に開催した教育シンポジウムに多くの学科教員が参加し
た。生命工学部FD研修会を2021年3月11日に開催し、多くの教員が参加した。FD研修会の
テーマは「ハラスメントの発生予防」であった。教員による学生対応に関する学科ミニFD
を実施した（2021年2月5日）。

達成度 A
改善課題 教員組織の高齢化が進み、学科教員の資質向上が課題である。

根拠資料
①生命工学部FD研修会配布資料（2021年3月11日）
②第１回教育シンポジウム参加者名簿

次年度の課題
と改善の方策

2020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
大学全体として、2019年度は「福山大学ブランディング研究成果発表会」「科研費獲得に
関する研修会」「障害を持つ学生に対する対応」などのSD研修会が開催され、学科教員の
多くが参加した。

年度目標
全学的SD活動に教員の積極的な参加を促し、教職員の資質・能力向上とともに教職協働に
向けて取り組む。

年度報告
大学教育センターが主催した教育シンポジウム（2020年9月14日）に多くの学部教員が参加
した。2020年度はコロナ禍のため、SD単独の研修会は開催されなかった。

達成度 A
改善課題 SD研修が教職員の資質・能力の向上に貢献しているのか検証する必要がある。

根拠資料 ①大学教育センター教育シンポジウム案内
次年度の課題
と改善の方策

次年度も引き続き教職員の資質・能力向上と、教職協働への取り組みを充実させることが
課題である。

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の利用がほぼ学科に浸透している。Karinに学科会議議事録を収載している。

年度目標 引き続き、ICTの活用を推進する。

年度報告
現状の維持に加え、セレッソの高度活用、YouTubeの利用、Zoom、Teamsなどのオンライン
会議システムを大学運営の効率改善のために活用した。殆どの教職員が第１回FD・SD研修
会：第７回教育改革シンポジウム「遠隔教育を考える」に参加した（2020年9月14日）。

達成度 S
改善課題

2020年度はZelkova、Cerezoなどがアップグレードされるので、新しい環境に適応すること
が課題である。

根拠資料
①セレッソのコンテンツ
②オンラインミーティングシステムによる各種会議の議事録ほか
③第１回FD・SD研修会報告書



次年度の課題
と改善の方策

2021年度に利用がはじまる未来創造館のICT施設を使いこなすことが課題である。

2020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、働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
研究に専念する時間の確保は難しいが、自主研修として勤務時間外の研究を認めることに
したことで、土曜日を研究時間に充てることが出来るようになった。未来創造館に新設さ
れた共同利用センターに研究・教育用施設・設備を集約した。

達成度 A
改善課題 研究に専念する時間の確保、適切な研究環境の確保が課題である。

根拠資料
①生命工学部中長期教育・研究機器整備計画書
②共同利用センター中長期教育・研究機器整備計画書
③各修理依頼書

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
程も改訂されたが、本質的に変化はないので現状を維持・継続する。

年度報告
研究活動にかかる不正行為や研究費の不正使用を防止するために、教員に対してオンデマ
ンドでコンプライアンス教育を実施した。新入生には4月に研究倫理教育を実施した。学科
の4年生全員が研究倫理のeラーニングを受講して受講証を得た。

達成度 S
改善課題 研究倫理を確立し、不正が発生しないよう努める。

根拠資料
①2020年度研究費モニタリング調査報告（不正防止計画推進室）
②新入生に対する研究倫理説明会実施報告書
③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、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

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題 研究成果を多く挙げる教員の負担軽減策などが課題である。

根拠資料
①学内研究助成金申請案内（評議会議事録　2021年1月）
②学内教育研究助成金申請案内（評議会議事録　2021年1月）
③科学研究費等採択書

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

大学は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」
を全教員に配付している。また、FD研修会等で教職員に周知徹底している。2018年度から
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
推進室を設置し、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している。

年度目標 教員のコンプライアンスを高める。現状で不正はないので、これを維持する。



年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①「研究関連ガイドブック」（改訂版）
②研究費に関するコンプライアンス教育動画（Youtube)

次年度の課題
と改善の方策
2020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
2020年度 生命工学部 生物工学科

中長期計画
自己点検評価活動を活発化し、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。

2020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、主として学科会議でこれを行い学科長が取り纏める。内部質保証のための組
織は学科会議であり、学科長を中心に責任体制を確立している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持

達成度 S
改善課題

根拠資料
①2020年度生物工学科自己点検評価書（報告編）（本書）
②大学、生命工学部自己点検評価委員会細則
③生物工学科学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策
2020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

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。以上の過程を経て学科
教員が情報を共有する。

年度目標 現状を維持

年度報告
現状を維持。本年度は自己点検評価書（報告書）についての外部FDが開かれ（2021年3月11
日）、学部教員による自己点検・評価が実施され、その結果を学部教職員が共有した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①2020年度生物工学科自己点検評価書（報告編）（本書）
②生物工学科学科会議議事録
③生命工学部FD研修会実施報告書（2021年3月11日）

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。学科では、今の所学科会議の議事録をCabinet-Karin
に収載している。

年度目標 現状を維持

年度報告
学科会議議事録を全てCabinet-Karinに収載した。情報の分析と、その結果の改善への活用
は行っていない。

達成度 A
改善課題

学科会議議事録以外のデータの収集に加え、データの分析を行い改善に活かすことが課題
である。

根拠資料 ①Cabinet-Karin
次年度の課題
と改善の方策

IRデータを改善に活かす事が課題である。

2020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
に工夫している。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

年度報告
自己点検評価計画書・報告書を学科会議で検討し、PDCAサイクルを回した。計画書の検討
内容は、学科の予算要求書に反映させた。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①2020年度自己点検評価計画書・報告書
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

学科会議などを通じて、PDCAサイクルを学科の改善に繋げるのが課題である。

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、2019年度
には不正等の発生を確認していない。

年度目標 現状を維持

年度報告
現状を維持した。教員の学生対応に関する学科ミニFDを実施した（2021年2月5日）。2020
年度に不正等の発生は無かった。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①現状説明に記載した各項目
次年度の課題
と改善の方策
2020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）　
2020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。

2020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されている。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、卒業研究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」にかかる
テーマが多数発表された。卒業研究発表会はリモートとのハイブリッドで行った。久冨教
授、佐藤准教授の研究内容がマスコミやYahoo!ニュースで多数取り上げられ、社会に周知
された。

達成度 S
改善課題 学生への周知が課題である。

根拠資料
①2020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
②関連新聞記事、Yahoo!ニュースなど

次年度の課題
と改善の方策

学生への更なる周知が課題である。

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「福山バラの酵母プロジェ
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」よう取り組みたい。

年度報告
今年は新型コロナ感染拡大で活動が大きく制限されたが、地場企業と共同で「福山バラの
酵母」を使ったクラフトビール、日本酒の上市や、研究開発などを行った。新聞、テレビ
への出演も多数あった。

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クラフトビール、日本酒の共同開発と上市
②各種新聞記事、Yahoo！ニュースなど

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、より多く選ばれることが課題であ
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５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、地域をあ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 現状を維持

年度報告

国際社会に繋がる活動としては、生物工学科が中心となり2020年1月にラオス国立大学農学
部と生命工学部間で教育・研究交流協定を締結した。カリキュラムに海外インターンシッ
プを新設したが、コロナ禍のためラオス醸造所研修は実施できなかった。「福山バラの酵
母」プロジェクトの成果が、製品の上市やマスコミへの露出の形で可視化された。

達成度 A
改善課題 国際社会につながるという点では、新型コロナウイルス蔓延の影響が課題である。

根拠資料
①学生便覧2020
②クラフトビール、日本酒の共同開発と上市
③各種新聞記事、Yahoo！ニュースなど

次年度の課題
と改善の方策

新型コロナ感染が収まったあと、国際を含む各種活動をいかに活性化するかが課題であ
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 現状を維持



年度報告
2020年度は新型コロナ禍の下、「福山バラの酵母」プロジェクトの一環として、久冨教授
が地元企業と組んでクラフトビールや日本酒「Rose Mind」を開発・上市し、本学科が備後
地域の知の拠点として地域創生に貢献した。

達成度 S
改善課題 学科のアウトカムを上げることが課題である。

根拠資料
①クラフトビール、日本酒の共同開発と上市
②各種新聞記事、Yahoo！ニュースなど

次年度の課題
と改善の方策

「福山バラの酵母」プロジェクト以外の活動をいかに活性化するかが課題である。

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 現状を維持

年度報告
卒業研究を集大成として地域の中核となる人材の育成に取り組んだ。その成果は学生のイ
ンターンシップ参加や、卒業生の就職状況で検証した。

達成度 A
改善課題 卒業後の就職の質の向上が課題である。

根拠資料
①2020年度生物工学科卒業研究発表会資料
②2020年度卒業生進路先資料（就職課資料）
③2020年度インターンシップ参加報告書

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」「福山バラの酵母プロジェクト」「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 現状を維持

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、クラフトビールや日本酒が上市され
た。

達成度 S
改善課題 教育研究活動の活性化が課題である。

根拠資料
①2020年度生物工学科卒業研究発表会資料
②2020年度福山大学生命工学部研究年報
③「福山バラの酵母」関連商品上市に関するマスコミ記事等

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。その成果は、大学教育セン
ターのアセスメント・ポリシーのレーダーシートなどを利用して検証する。

年度目標 現状を維持

年度報告
2020年度はリモートが中心で各種活動が制限され、ラオス研修や積極的なインターンシッ
プが実施できなかった。一方、大学ブドウ園での実習や卒業研究などの実験・実習は実施
できた。アセスメント・ポリシー・レーダーシートを用いて成果の検証を行った。

達成度 A
改善課題 アセスメント・ポリシーのレーダーシートにより課題が浮かび上がった。

根拠資料
①2020年度教務のてびき
②2020年度卒業研究発表会資料
③アセスメント・ポリシー・レーダーシート

次年度の課題
と改善の方策

次年度になりアセスメント・ポリシー・レーダーシートが公開されたら、結果の共有と分
析・検討を行う。

点検項目
❽ 福山大学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
「福山大学ワインプロジェクト」は2018年度が完成年度であり、また文部科学省私立大学
ブランディング研究事業は、2019年度で文部科学省の支援が終了する。事業を発展的に継
続するためには、新たな視点で新たなプロジェクトを始める必要がある。

年度目標 これまでのプロジェクトを発展させ、新たな視点を導入するよう努める。

年度報告
学科としては主に卒業研究を通じてブランディング研究に係るテーマを多数取り上げ、戦
略のブラッシュアップに取り組んだ。初年次教育に里山概論を設けている。「福山バラの
酵母プロジェクト」でビールや日本酒を上市し、好評を博した。

達成度 A
改善課題 教育と研究の両輪でブランディング戦略のブラッシュアップに更に取り組む。

根拠資料
①2020年度生物工学科卒業研究発表会資料
②2020年度生命工学部研究年報
③「福山バラの酵母プロジェクト」関連の新聞記事等

次年度の課題
と改善の方策

学科としていかに福山大学ブランディング戦略のアウトカムを高めるかが課題である。

2020年度 生命工学部 生物工学科
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

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 現状を維持

年度報告
初年次教育科目として「里山概論」を設けた。学生実験で「瀬戸内の里山里海学」に係る
内容を取り入れた。卒業研究でもこのテーマに取り組んだ。

達成度 S
改善課題 研究に取り組む時間の確保が課題である。

根拠資料
①福山大学シラバス（里山概論、学生実験）
②2020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）と大学のブランディング研究予算、外部資金
としては科学研究費ほかを充てた。

達成度 A
改善課題 資金の確保とともに、時間の確保が課題となっている。

根拠資料
①学科予算要求書
②科学研究費交付関連書類

次年度の課題
と改善の方策

外部資金の獲得が課題である。

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、SNS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

年度報告
学術論文、学会発表、出前授業等、新聞・テレビなどのマスメディアほかで社会に発表し
た。

達成度 S
改善課題 継続的に社会に発信できるかが課題。

根拠資料
①2020年度生命工学部研究年報
②各種学会発表要旨集等
③関連新聞記事、テレビ放映、Yahoo!ニュースなど

次年度の課題
と改善の方策

次年度、新型コロナ感染が落ち着けば、対面での研究成果発表をいかに行うかが課題であ
る。


