
福山大学　生命工学部 生命栄養科学科　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 生命栄養科学科

中長期計画

　超高齢化社会、生活習慣病の増加をを見る社会において、国民の健康問題は大きな課
題となっている。人に寄り添い、食に関連する課題解決に対する確かな能力を備えた人
材育成はする社会の要請である。
・中目標：管理栄養士の養成施設として、12年目を迎えた生命栄養科学科では、これまで
培ってきた食や健康、ライフサイエンスの分野での教育・研究の成果を活かし、食を通じ
た保健・医療・福祉・食品産業分野における支援と活動により、人々の健康の維持・増
進、疾病の予防と治癒、生活の質の向上に貢献できる管理栄養士を養成することを目標
としている。
・小目標：2016年度より学科の入学定員を50名としたが、本年度も入学生数は定員を下
回っている。学力やモチベーションの不足する学生が一定数入学し、管理栄養士資格の
取得に至らない学生が10％程度もいる。入試の段階から、初年度教育、専門教育、国家
試験対策授業まで一貫した支援体制の完成を目指す。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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

「食を通じた保健・医療・福祉・食品産業分野における支援と活動により、人々の健康の
維持・増進、疾病の予防と治癒、生活の質の向上に貢献できる管理栄養士を養成する」と
いう学科の理念・目的は、「人間と自然を尊ぶ教育」、「知行合一の教育」といった大学
の建学の精神・教育理念に沿って、明確かつ適切に設定している。

年度目標
実践的な管理栄養士の養成を継続し、管理栄養士資格取得率の向上と卒業後の進路として
管理栄養士職を選択する学生数の増加を目指す。

年度報告
学科目標と合致したカリキュラム設定、学生指導等を行った。約半数の学生が、管理栄養
士・栄養士資格を活かせる給食会社・病院・福祉施設に就職した。

達成度 A
改善課題

専門性の低い職種（ドラッグストア）への就職も約30％はある為、専門職への就職も指示
したい。管理栄養士免許取得者が少なく問題である。

根拠資料
①2020年度学生便覧　②2020年度卒業生就職先一覧　③2020年度第35回管理栄養士国家試
験結果

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明
管理栄養士養成であり、地域に根差した大学として、近隣の市民、企業や福山市（保健
所、教育委員会）と連携を取りながら、食の地域イベントなどに学生が参加し活動を行っ
ている。

年度目標
管理栄養士資格取得に向けた道筋を学生に明確に示すと同時に、学科の個性をさらに発揮
する学修体形の構築を目指す。

年度報告
三原市JAとの広島県産レモンを使用したお菓子開発、岡山県笠岡市の地域活性化プロジェ
クト協議会との牡蠣新作レシピ開発をそれぞれ協働しながら、学生が中心となって行っ
た。管理栄養士の強みである栄養の要素を付記した。

達成度 A
改善課題

継続した取り組みになるよう協働できる相手を検討する。引き続き、地域社会・高校等へ
の情報の発信を行う。

根拠資料 ①生命栄養科学科ブログ及び学長室ブログ　②学科ニュースレター　③学報
次年度の課題
と改善の方策

学生が参加した活動について、情報発信をさらに進める。

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
「生活習慣病をはじめとする食に関連する課題解決」は社会要請であり、これに対して実
践的かつ科学的に対応する能力を持つ管理栄養士の養成を目指している。社会変化に伴う
システムの変遷をいち早く取り入れたカリキュラム編成を目指している。

年度目標
管理栄養士養成施設の規定を満たしながら、学術の進展や社会の要請に応えることができ
る体制を維持する。

年度報告
2020年度は感染症拡大により制限を受けた。管理栄養士の養成について更なる検討を重
ね、学科教員間でも学科会議等で検証を行った。

達成度 A
改善課題

管理栄養士の免許取得者を多く輩出し、社会での専門家の要請に答える。就職先も管理栄
養士免許を活かす専門職に就く。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検
次年度の課題
と改善の方策

管理栄養士の免許取得者を多く輩出し、社会での専門家の要請に答える。就職先も管理栄
養士免許を活かす専門職に就く。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科



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
教育目標等の制定・改正に当たっては、学科内で議論を重ね最終的に学科会議に諮って決
定している。教育目標は、学生便覧、大学案内、大学ホームページ上に掲載して、誰もが
常時確認することができる。社会の変化に伴い、数年に一度改定している。

年度目標
学科目標等を教職員全員がしっかりと意識し、必要に応じてこれを改正する体制を維持す
る。

年度報告
学科の三ポリシーをシラバス等に明確に反映するように努め、これを年度報告書に反映さ
せた。

達成度 A
改善課題

三ポリシーの実質化に向けた取り組みを引き続き行い、これを年次報告書にまとめること
で、学科理念等を検証する体制を維持する。

根拠資料 ①2020年度大学要覧　②学生便覧　③シラバス
次年度の課題
と改善の方策

実際に学科理念や目標が学生に伝わっているか、4月の学期当初に各学年に繰り返し周知す
る。

点検項目 ② 学内外へ公表し、周知していますか。

現状説明

教員、学生ならびに受験生に対し、学科の理念・目的を学生便覧や大学案内などで周知す
るとともに、社会に対してもホームページ上に公開している。加えて、公開授業、公開講
座等の機会を利用して、学科の教育内容、研究内容、就職先、学科行事や学科活動等を積
極的に社会に説明している。

年度目標
学生便覧、ホームページ等による周知はもとより、各種イベント等の機会を通じて、学科
の理念・目的の発信を継続する。学生に対しては年度当初のガイダンスや学年途中で説明
する。

年度報告
教育目標等は、大学ホームページや学生便覧等で学内外に公開した。学生に対しては年度
当初のガイダンスで説明した。自己点検評価等でその妥当性を検証した。

達成度 A

改善課題
学科の教育目標を分かり易く説明する体制を強化するという課題に対し、2020年度は十分
に学生へ伝えられていないかもしれない。学年末等の学科別行事等を利用して、教員がそ
れぞれ伝える。

根拠資料 ①大学ホームページ　②大学要覧
次年度の課題
と改善の方策

継続してホームページ、学科作成のチラシ等を用いて公表に努める。

点検項目 ③ 中長期的計画に反映していますか。

現状説明
学科目標を達成するために、教育課程、教員人事、予算配分を毎年精査している。今後も
学科目標が大きく変わることはないものの、社会的要請の変化に沿って中長期的な視点で
教育研究を展開する。

年度目標
社会要請に応えながら学科の課題を克服する道筋を探る。中長期計画の検討と学習プログ
ラムのアセスメントポリシーも参照して再検討を行う。

年度報告
学科目標を達成するために、教育課程、教員の配置、予算配分を適宜行った。休職中の教
員担当の授業が学科教員で分担した。4年次生の学修方針について、次年度に向け検討を重
ねた。一部調整して対応した。

達成度 A
改善課題

管理栄養士の社会的な要請の変化に合わせられる卒業システムの改善を行った。しかしな
がら、2020年度の学生には十分反映できなかった。高校生の本学科志願者が減っている。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020年度大学要覧
次年度の課題
と改善の方策

学科の教育目標は、社会に貢献できる管理栄養士の養成である。管理栄養士に必要な学修
内容を今一度確認し、免許取得ができる水準までにしっかりと引き上げる。

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

学科の「教育目標」を達成するために学生が身に着けるべき資質を「ディプロマ・ポリ
シー」に示し、そのための教育課程を「カリキュラム・ポリシー」に、そしてこのような
学修を行うための基礎的資質を「アドミッション・ポリシー」にあげている。これらは互
いに整合性を保っている。

年度目標 社会的要請と学科の「教育目標」と三ポリシーの一貫性を維持する。

年度報告 社会的要請と学科の「教育目標」と三ポリシーの一貫性を維持した。

達成度 A
改善課題 引き続き、三ポリシーの一貫性を維持する。ディプロマ・ポリシーの確認を行う。

根拠資料 ①2020年度学生便覧
次年度の課題
と改善の方策

各学年進行での評価、各教科目の評価についてしっかりと精査し、学修不足の学生に対し
ては再履修等などで、学修の機会を増やすなどの対応を検討する。

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

厚生労働省より管理栄養士の養成施設として指定を受けており、カリキュラム、教職員の
構成、施設・設備、蔵書などはすべて基準に適合している。さらに、設置基準について毎
年自己点検を行っている。これらはすべて、社会に貢献できる管理栄養士の養成を目指し
たものである。

年度目標 現状維持



年度報告
管理栄養士の養成施設として必要な教育研究組織を維持した。休職中の教員担当の科目は
学科教員で分担して担当した。

達成度 A
改善課題 引き続き教育研究組織の維持・向上に努める。

根拠資料 ①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検
次年度の課題
と改善の方策

学科内の適正な教員数、研究組織の維持・確保を目指す。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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 生命栄養科学科

中長期計画

2008年度入学定員70人から2016年度に定員を50人に減員した。2016年度の入学者数は
50人（充足率 100％）であったが、2017度は35人（充足率 70％）、2018年度は24人（充足
率 48％）、2019年度は44人（充足率 88％）、2020年度30人（充足率 30％）となった。2017
年度国試合格率が95.7％、2018年度は90.0％、2019年度88.9％となり、次年度以後も高
い合格率を維持することで受験者数の増加が期待できる。入学者数の減少の原因は、管
理栄養士国家試験の継続・安定した合格率（全国平均より高く）にあると考えている。
中目標：定員を満たすために、管理栄養士資格取得率の向上を図る。高等学校から、選
びたい学科となるには、継続した合格率の維持が重要である。現状の入試制度では、入
学する学生の基礎学力は一定していないため、入学早期の管理栄養士資格取得に向け
た指導を始める。また、地域と連携しながら様々な活動を継続できる体制をとる。
小目標：学生の資質を、入試段階から入学時、また各学年ごとに体系的に学力等を把握
し、個々の実情に合わせた指導ができる体制を目指す。そのために、学修成績だけでな
く、学修に取り組む姿勢や管理栄養士資格取得に向けた意欲を計る。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
中点検項目 ２-１. 学生の受入れ

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

現状説明

　学科の「教育目標」をもとに、三ポリシーを制定した。「アドミッション・ポリシー」
にある「食を通じた支援と活動により、地域社会に貢献できる人材を育成」することは、
現代社会の要求であり、このポリシーは適切である。
　「アドミッション・ポリシー」を含む三ポリシーは、学生便覧や大学案内、大学ホーム
ページ上で公開し、多くの人が簡単に見ることができる。但し、高校生の十分な資格に対
する理解が足りていないように思われる入学者もおり、体験入学会や見学会でしっかり説
明をする。

年度目標 要覧、学科ホームページなどで、求める学生像等を引き続き示していく。

年度報告
教育目的を踏まえたアドミッション・ポリシーの策定し、これをホームページ等で周知し
た。早期の入試説明でスライド等を用いて説明した。

達成度 B
改善課題

アドミッション・ポリシーを始めとする学科の三ポリシーを理解を深める。学習意欲の低
い学生への対応を検討する。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020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

国試合格の水準を持てるよう、また目指して学修を進めて行くように、各学年での学修目
標を繰り返し学生に提示する。アドミッション・ポリシーを示しているが、学力不足の学
生も入学している。

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
入学者選抜方法や出身高校と入学後の学業成績等との関係性を検証し、一定の傾向を導き
出した。これを入試に還元することはできていないが、入学後、特に初年次の学生指導に
役立てている。

年度目標 今年度も、入学生の学力やモチベーションに関する検証結果を学生指導に活用する。

年度報告
高校生の志願者の減少から、学生の受け入れにおける選択権は低い。入学生の学修意欲を
測るなど、機会を捉えて直接面談（間接的にメールでのやり取りを含む）を実施した。

達成度 B

改善課題

入学時には管理栄養士資格への強い意欲を示すが、基礎学力の不足、学修意欲を持続でき
ない学生が散見される。4年次生で学修の継続・維持が不十分を自覚しながら、国試合格ま
で至らない学生のフォローが課題である。国試受験生を増やすこと（合格への道付け）が
重要である。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②国試対策委員会議事録

次年度の課題
と改善の方策

学生個別に学修指導体制の構築をしなければならない。学修テクニックと共に精神的な
フォローも必要を感じる。補習授業（基礎科目）の実施を検討する。国試対策授業の充実
を図るべく授業内容・授業時間の修正を行う。



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

2016年度に定員減を実施したが、100％充足は見ていない。その原因としては国家試験合格
率の連続した低迷が響き、また卒業生に占める資格取得者の割合の低さも原因の一つであ
る。一方、学科の情報発信を行っているものの、地域社会への発信力が低下傾向にあり、
地域社会における存在感を保てていないのでないかと推察する。

年度目標
管理栄養士資格取得率の向上が必須課題である。それぞれの授業、補習、学生指導等で学
生個々の状況に応じた指導を継続する。国試対策の強化も検討する。

年度報告

管理栄養士資格取得率の向上のための指導は十分にできなかった。2020年度度入学者は
2019年度と比べて減少し、定員の60％であった。「食と健康ひろば：ローズスクェア」を
計画し、情報発信をする予定であったが感染症拡大により、殆どのイベントは中止とな
り、「市民フォーラム」を11月に行ったのみ。情報発信が減っている。

達成度 B

改善課題
管理栄養士免許取得率のさらなる向上、入学者数の増加。管理栄養士合格率が過去最低の
62.5％となった。このことは次年度の学生募集に影響するかもしれない。他大学の養成施
設の合格率の水準に達していない。

根拠資料 ①2020年度管理栄養士国家試験受験者数及び合格率　②2020年度入学生数等

次年度の課題
と改善の方策

2020年度は感染症拡大により情報発信活動も制限を受けた。4年次生への国試対策の強化を
実施する（学修時間の確保）。HPやチラシ等を活用して、高校への情報発信を行う。管理
栄養士合格率が過去最低の62.5％となった。

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

2019年88％、2020年度60％と本学科の入学者数定員を下回っていて、地域・高校の信頼を
十分に得ていないことが示された。管理栄養士養成施設として、資格取得が大きな目標で
あり、これを十分に達成できていないことが課題である。授業方法や卒業演習等を工夫
し、2019年度卒業生数に占める管理栄養士合格率は76.1％となった。しかし、資格取得に
対するモチベーションが極めて低い学年もあり、抜本的な改善には至っていない。管理栄
養士養成施設としての目標を改めて学生に自覚させ、大学における学修を段階的に理解さ
せ、学修の徹底させる。

年度目標
入学早期からの学修の積み重ねと共に学年進行に合わせた学修状況の把握と評価、更には
目標をしっかり維持した学生指導をぶれずに行う。入学したすべての学生が資格取得に近
づけるように支援する。学年ごとの目標を示しながら、免許取得に繋げる。

年度報告
感染症拡大への対応もあって、学生への働きかけが十分ではなかったと考える。2020年度4
年次生の国試受験者数は37名中24名で65％、国試合格者数15名で合格率は62.5％と過去12
年間で最低レベルとなった。

達成度 C

改善課題
国試合格率は全国の養成施設の新卒者平均91.2％と比較して、本学62.5％と低値であっ
た。合格点120点に1点不足2名、5点不足3名など最後に合格ラインに乗り切れていない学生
が不合格者の半数程度いる。

根拠資料 ①2020年度第35回国試結果

次年度の課題
と改善の方策

国試受験の直前まで、安定した学修時間の確保とモチベーションの維持を確認する必要が
ある（最後の詰めが甘い）。学科の活動を小さな事（研究活動等）でも、経時的に公開し
ながら露出を増やす。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

カリキュラム等は、学科長、教務委員が中心になって教育目標とカリキュラム・ポリシー
等に従って立案し、学科会議に諮っている。さらに、学科独自の修学支援として、4年次の
国試対策授業、それに対する習熟度試験（ウイークリーテスト）、業者模試を実施してい
る。国試対策授業は、学科のすべての教員が分担して実施しており、計画立案の段階で教
員の意見を集約している。成績不振者を含む学生個人への対応は国試対策委員、クラス担
任が中心になって行っている。問題を抱えた学生の情報は教員間で共有している。カリ
キュラムやシラバス等の情報は学生便覧やホームページ等により、学生並びに学外に公開
している。補習授業等の非正規科目は、学内掲示やZelkovaで学生に周知している。

年度目標
管理栄養士養成施設として、資格取得に向けた教育体制を維持する。多様な課題を持つ学
生を組織的に支援する。4年生の国試授業の強化を進め、2020年度受験者比率をさらに上げ
る。

年度報告
感染症拡大の為、遠隔授業となり自習できる学生とそうでない学生に分かれた。更に4年次
生の学修指導は丁寧に取り組んだが、国試合格・資格取得率の向上までは結びつかなかっ

達成度 B
改善課題

4年次生は国試が目前にあり、学修の必要性を認識できていると推察する。3年次生以下の
学生に対し、各学年ごとの将来に対する歩み、学習意欲が継続できる目標を示す。

根拠資料 ①管理栄養士国試合格率



次年度の課題
と改善の方策

国試結果を踏まえた分析と学生指導について学科全教員が検証する。国試対策の改善と学
生への聞き取り調査を実施。3年次生以下の学生への管理栄養士免許取得に向けた学修の積
み上げを年度当初、後期始めに繰り返し指導する。

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

ティーチング・アシスタント（ＴＡ）は、生命工学専攻の大学院生（1名）が学生実験の補
助として1年次の二つの学生実験に参加している。TAは大学院生に限定しており、管理栄養
士課程を経た大学院生はいないことから、TAの活用範囲を多くの支援が必要な1年次の実
験・実習にとどめている。

年度目標
今年度もTAとなる大学院生は1名である。そのため、本人の学修・研究活動への影響を考慮
して、TAの活用を昨年度と同じく1年次生の実験に限定する。

年度報告
大学院生1名が実験に後期参加して、在学生の指導を実施した。TAとしての学修・研究活動
にも良好な効果があった。

達成度 A
改善課題 前後期で2回のTAを実施する為に、大学院生と予算を確保する。

根拠資料 ①2020年度生命系大学院生アンケート結果
次年度の課題
と改善の方策

2021年度は大学院生が当科には在籍予定がない。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

キャリア教育として、1年次のキャリアデザインＩを必修としている他、3年次の臨地実
習・校外実習で管理栄養士が働く職場で実務を経験する。臨地実習に先立つ栄養キャリア
演習では、外部講師（管理栄養士）による講義の事前学習と、実習後の報告会に向けた事
後学習を行っている。臨地実習施設での実習態度、就職活動では接遇等が改善され、管理
栄養士職への理解が深まった。但し、職業選択になると専門職としての管理栄養士を目指
す学生が多くないのは、就職指導の改善も必要ではないかと考える。

年度目標 1年次のキャリアデザインⅠのカリキュラムを改定し、大学での学びの意義を確認する。

年度報告
就職指導は科内就職委員、就職課とも連携を取り指導できた。前期は感染拡大状況で学生
の就活には連年になく、制限が掛かったが遠隔での説明会や面接に臨む学生もあった。

達成度 A

改善課題
管理栄養士資格が必須の専門職種の志向性の低い学生がいる。その事は学修意欲の低下に
もつながっている。2020年度卒業生のうち、管理栄養士免許が必須の専門職への就職は1/3
程度となっている。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度就職率
次年度の課題
と改善の方策

就職先の専門職種への選択性を高める。卒業生の50％～80％を目指す。

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

2017年度：卒業者数　30人、内定者数　30人、大学院進学　0人、未内定者 0人、その他
0人
2018年度：卒業生数　39人、内定者数　38人、大学院進学　1人、未内定者 0人、その他
0人
2019年度：卒業生数　42人、内定者数　42人、大学院進学　0人、未内定者 0人、その他
0人
就職希望者はすべて進路を決めることができた。就職先は、栄養士・管理栄養士資格を活
用できる職場（病院、福祉施設、食品小売業など）が過半であった。その他に食品製造
業、外食産業等に就職する学生も多い。病院勤務を希望する学生が少し増加した。ドラッ
グストアへの就職を目指す学生が多く、専門職とは言いがたい部分が見受けられる。

年度目標
就職希望者全員の就職を今年度も達成する。進路を見つけられない学生に対しての根気よ
く指導を続ける。専門職への就職を指導・支援する。

年度報告
就職希望の学生全員が内定を取ることができた。就活の消極的な学生には、指導教員や就
職委員が丁寧に指導・補助した。

達成度 S
改善課題

専門職（病院、福祉施設）を目指す学生が多くない。特にドラッグストアなど誰にでもで
きる業務を志向する学生が多い（給与面の違いも含む）。

根拠資料 ①2020年度卒業生就職先一覧　②2020年度生命栄養科学科カリキュラム
次年度の課題
と改善の方策

専門職の魅力を学生に対しさらに発信する、各学年ごとに繰り返し専門職の利点を教育・
説明する。

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

管理栄養士資格の取得を目標とする学科であり、さらに栄養教諭一種免許、食品衛生監視
員・食品衛生管理者等の資格取得も可能なカリキュラムを設定している。インターンシッ
プは、1・2年次生が毎年参加し、食品製造業などで経験を積んでいる。インターンシップ
は、自分未来創造室が行っているBINGO OPEN インターンシップに参加することで実施して
いる。学外実習も控えているため、インターンシップ参加者は少数に留まっている。

年度目標
できるだけ多くの学生にインターンシップへの参加を促し、社会人となるための道筋を確
認させる。複数人の参加を目指す。

年度報告

コロナ感染症拡大に伴い、インターンシップに参加する本学科学生はいなかった。臨地・
校外実習も実習先の都合で、公衆栄養学(保健所)実習は、学内実習に変更して実施。臨床
栄養学(病院)実習も3名は学内実習を実施。給食管理実習、給食経営管理実習は学外受入れ
可能で実習できた。

達成度 A
改善課題

インターンシップへの参加者が少ない。学外実習については受入れ先の状況により、学外
に出られない場合が引き続き想定される。

根拠資料 ①2020年度就職先一覧
次年度の課題
と改善の方策

専門職に就く学生を増やす。企業インターンシップの参加者を1・2年次生で増加させる。

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

2年次生までのインターンシップ、3年次生臨地実習を経て、3年次生後期から順次本格的な
活動に移っている。この中で、就職課と連携して就活講座、適性試験、OB/OG体験セミナー
等を開催し、就職活動に臨むにあたって必要な情報を提供している。その他に、面接試験
の練習、履歴書・エントリーシートの書き方等を指導している。迷いのある学生や就職意
志が希薄な学生等に対する指導は、4年次生の指導教員が行っている。これらの取り組みに
より、2019年度卒業生は、全員就職に至った。

年度目標
就職希望者全員の就職を今年度も達成する。なかなか進路を見つけられない学生に対して
の根気よく指導を続ける。

年度報告
科内就職委員、ゼミ指導教員が就活の消極的な学生に働きかけ、就職課とも連携を取りな
がら、卒業生全員の内定を取ることができた。

達成度 A
改善課題 就活の消極的な学生への就職指導

根拠資料 ①2020年度就職先一覧表　②2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

ゼミ指導教員が就職指導も含めて繰り返し面談などを行う（学修指導を行う時に併せて指
導する）

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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
クラス担任が中心となって学習相談や生活相談を必要な範囲で行っている。経済的支援に
ついては、学生課への相談を促すにとどまっている。授業料分納願には配慮している。

年度目標 相談に対して耳を傾け、適切な相談窓口に学生を誘導する。

年度報告
大学の奨学生制度ならびに学生支援機構の奨学制度を多くの学生が利用している。学生の
生活支援に向けた取り組みを行った。感染症拡大のための経済支援策について、学生に繰
り返し告知した。OA機器の貸出案内を行い、貸出を行った。

達成度 A

改善課題
2020年度前期は遠隔授業が中心であった為、OA機器の非所有者には早急な対応が必要で
あったが、学生から情報も入り辛く対応に苦慮した。早目の学生への情報収集・確認を行
う事が重要である。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

学生若しくは保証人への生活支援の確認などを継続する。

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

全学的な取り組みとして、学内でのハランスメント防止のための規定の整備、相談窓口の
整備、手続きの明確化、学生への案内は適切に行われている。本学科教員からも相談員を
選出している。これとは別に、学生が安心して学生生活を送るために、担任・副担任を中
心とする複数の教員で学生一人一人の相談に乗り、必要に応じて学生の保証人も交えて相
談に乗るなどの体制を整えている。

年度目標 学生のトラブル等を早期に発見し、解決に向かわせる体制を維持する。

年度報告 2020年度中にハラスメントに関する相談はなかった。

達成度 S
改善課題 現状維持

根拠資料

①2020年度学科会議議事録（学生の動向）毎月の学科会議では、各学年担任及びゼミ指導
教員から、学生の動向を報告することにしている。注意のいる学生については経過も含め
て、詳細に報告・連絡・相談を欠かさない。会議以外の時間であっても、担任・学科長・
教務委員・h学生委員を交えた情報共有を速やかに行っている。

次年度の課題
と改善の方策

教員間の情報共有を密にして、ハラスメント事例の確認等を行う。



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
学生の人間的成長を促進し、多様な経験を積むことができる諸活動に対して参加するよう
に指導している。学内外のサークル等の情報を適宜発信している他、学科行事と関連した
社会貢献活動への参加を呼び掛けている。

年度目標 大学全体の情報発信と学科独自の活動を継続する。

年度報告
サークル活動等に積極的に参加する学生がいるものの、その割合は多くない。1年次から専
門科目の講義が多く、余裕を持てていない学生が多い。また、学業・学外実習をそのまま
にしてクラブ活動を優先する学生も僅かに確認でき、指導を行った。

達成度 A
改善課題

課外活動の重要性をキャリアの中で説明して、自発的な参加を促す必要がある。また、学
業のバランスを取るように指導する場合もある。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録（学生の動向）
次年度の課題
と改善の方策

1・2年でのクラブ活動は推奨したい。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

施設等は適切に管理され、安全性が確保されている。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。当学科が主に利用する18号館は建設の1990年から約30年間が経過し、施設・
設備の老朽化が進んでいる。使用が難しくなったもの、ならびに学生募集等に悪影響を及
ぼすレベルに劣化したものについては、順次改修を行っている。生命工学部の移転ならび
に学部学科の再編計画の進捗に合わせて、改修あるいは移転について検討する。

年度目標
生命栄養科学科設置から12年が経過し、設置当初に整備した所でも不具合の頻度が高く
なってきた。管理栄養士養成施設として必要な学修環境を維持できるように、中長期的視
野で改修を行う。

年度報告
老朽化した機器の一部を更新し、入れ替えを行った。校舎回りの美化については十分な時
間が取れていない。冷暖房機器の不具合（28号館）で、教室で授業ができない状態であっ
たが、後期より修理等がなされ、通常授業を実施することができた。

達成度 A
改善課題 教室でのOA使用では不具合が出る時があり、適宜修理・入替が必要である。

根拠資料
①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検　②2020度生命栄養科学科予算申
請書

次年度の課題
と改善の方策

老朽化した機器・設備の適切に整備を行う。

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

学科の専門科目として、健康情報演習、栄養教育実習、公衆栄養学実習、給食経営管理実
習、総合演習などの演習・実習で多岐にわたりICT活用教育を行っている。これらの授業
は、主に１号館の教室を利用しているが、専用のアプリケーションを必要とするいくつか
の実習では、学科に設置された専用パソコンを使わざるを得ない。ZelkovaならびにCerezo
を数多くの授業で活用した。実験・実習等で使用する18、28号館の施設・設備はすべて計
画通りに活用している。1年次の教養ゼミで図書館を見学し、利用を促した。

年度目標
学科の教育目標達成のために、効果の高い授業を提供する。そのために、ICT教室を含む学
内の施設・設備を最大限に活用した教育を目指す。

年度報告
学科の専門科目でクラフト等を利用した。感染症拡大のため、遠隔授業を本格的に実施し
た。ほとんどの学生は適宜反応があったが、一部遠隔授業の出席不足が認められた。対面
授業では出席できるが、遠隔授業では出席しないなど問題点も確認できた。

達成度 A
改善課題 専用アプリケーションを必要とする授業科目を全員が同時に参加できる環境を整備する。

根拠資料 ①生命栄養科学科専門科目シラバス
次年度の課題
と改善の方策

遠隔授業でも全員参加できる環境を整える。

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

生命栄養科学科が主に利用する18号館周辺にアメニティ施設は少ない。実験室等での飲食
禁止を徹底しており、学科に滞在する学生数に施設は不足している。18、28号館の施設
は、概ね車いす等の移動が可能となっているが、トイレや階段教室、実習室等の完全バリ
アフリー化には至っていない。18号館の階段には全て手すりが付いていない。

年度目標

学科施設の目的（講義、実験、実習、セミナー、会議、自主学習、アメニティ等)に合わせ
て使用規定を定め、必要に応じて施設の改修・移動を行い、学修環境の整備に努める。現
在、重度の身体障碍を持つ学生・教職員が在籍していないことから、現状の施設等で日常
的な活動に支障はない。今後は、在籍者の実情に合わせて改修を検討する。



年度報告
2020年度は28号館のれ暖房設備の改修、18号館の網戸の修理など現状の施設を支障なく利
用できる環境を整備した。

達成度 A
改善課題

18号館周辺には学修空間を十分に配している一方で、アメニティ施設（テーブル・椅
子）、自習室が不足している。

根拠資料
①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検　②2020度生命栄養科学科予算申
請書

次年度の課題
と改善の方策

18号館付近には、学生がくつろげる空間が少ない。アメニティ施設が不足している。

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

管理栄養士養成施設に関する厚生労働省の規程には、教室の収容定員や設備の条件、なら
びに受講する学生数等が定められており、本学科が使用する施設はすべてこれを満たして
いる。毎年3月に実施する「管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検」において施設の
適切性を確認している。

年度目標 現状維持

年度報告 学修に必要な施設・設備を維持・管理した。

達成度 A
改善課題 施設・設備の経年的劣化に備えて更新計画が必要である。

根拠資料 ①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検

次年度の課題
と改善の方策

4年次生の国試勉強に専念できる部屋が少なく、実験室等（ゼミ室兼用）での学習室となっ
ている。国試対策室が定員が5名程度である。男子学生用のロッカールームが不潔であり暗
いので改善の余地がある。

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。学科
会議等を通じて安全管理の徹底を指示している。避難経路、消火器の配置等については、
消防署の検査を受けている。

年度目標 講義室や実験室、研究室毎に災害時の避難経路を設定する。

年度報告
大学の規程・マニュアルを徹底した。避難訓練も実施し、避難場所の確認、学生の避難行
動及び安否確認への回答を行った。

達成度 A
改善課題 安全衛生委員会の規程・マニュアルに則した学科独自の対策をまとめる。

根拠資料 ①大学衛生・安全マニュアル
次年度の課題
と改善の方策

安全衛生委員会の規程・マニュアルに則した学科独自の対策をまとめる。

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

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、試薬類を管理している。学科内の試
薬はすべて台帳（Excel版)で使用等を記録している。可燃物等の試薬は18号館南側の危険
物保管庫で保管している。試薬の使用・保管区域と学修・アメニティ等の区域を厳密に分
離している。

年度目標
安全衛生委員会と連携して、管理システムの導入を目指す。そのために、試薬の使用・保
管場所を整理する。

年度報告
廃棄する毒劇物は廃棄できた。次年度に向けた全学的な薬品管理システムの整備、管理担
当者を決定し、適切な管理への準備を行った。

達成度 S
改善課題

安全衛生委員会と連携して、試薬等の管理システムの導入の準備ができて、2021年度から
運用をできるよう関係者間で確認する。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

新薬品管理システムを適切に運用する。

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
学生に対しては、実験・実習等の中で安全教育・啓発活動を行っている。また、29年度に
は学生・教員の多くが、全学の防災訓練に参加した。18、28号館周辺施設の避難経路の確
認、学部学科での防災訓練の実施した。災害時の安否確認システムを構築し、運用した。

年度目標
避難経路図を作成し、学生・教員に周知する。自分ならびに集団を守る行動をとれるよう
にする。災害時の安否確認システムを上手く運用できるよう更に訓練等を行う。

年度報告

大学の規程・マニュアルを徹底した。臨地実習・校外実習における学生の安全確保に関す
るマニュアルを策定し運用した。大学で避難訓練の実施と緊急連絡体制の確認を行った。
感染症拡大への対応として、健康・行動調査をWEB上で取入れ、教員・学生の安全確認を行
い、問題発生では教員間で上表共有を行った。



達成度 S
改善課題

臨地・校外実習以外の活動での学科独自の対策を立案した。学外実習先に持参する健康・
行動調査票を整備した。

根拠資料 ①2020年度臨地校外実習テキスト　②福山大学危機管理システム
次年度の課題
と改善の方策

2021年度の臨地・校外実習でも安全・衛生について、学生及び教員が情報共有して、事故
等の予防に配慮する。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

学生アンケート等による全学的な意見聴取で学修支援の適切性を評価している。学科独自
のアンケート等は行っていないが、個人面談等で学生の意見を個別に聞く機会がある。ア
ンケート結果や学生からの意見は、学科で回覧・周知し、教育内容・方法の改善につなげ
ている。また、授業評価アンケートの結果については、各教員が報告書を提出するほか、
教員の自己点検評価項目にも組み込まれていて、毎年振り返りを行っている。学生の要望
に対しては、できる範囲で対応している。

年度目標

大学での学修に適応し、目標に向けて努力を続けるように指導を強化する。一方で、初年
次から学問体系を理解せずに試験に合格することだけを目指す学修態度を続け、基礎学力
が不足したまま国家試験勉強に臨んでしまう学生が多い。大学の教育理念に則り、低学年
時には基礎学力を重視する学修支援を行う。

年度報告
授業アンケート等に対して適切なフィードバックを行い、アンケート結果を授業等の向上
に活かしている。

達成度 A
改善課題

管理栄養士を目指す学生に向けた独自の意見聴取の機会を設ける。学年ごとで学生の修学
や生活への意見等を聴取する（クラス担任）。

根拠資料 ①2020年度授業評価アンケート結果及び報告書
次年度の課題
と改善の方策

受業評価アンケートを参考に授業内容や教授法の改善に取り組む。遠隔授業でも分かり易
い授業の工夫を行う。

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

学生の健康相談や生活相談は、学生課ならびに保健管理センターと共同して行っている。
食品や栄養管理を扱う学科の性格上、特に学生の健康保持・増進および安全・衛生への配
慮は十分に行っている。そのために、担任・副担任を中心とする複数の教員で学生一人一
人の相談に乗るなど、指導体制は充実している。学生相談の個々のケースは、可能な範囲
で教員間で共有している。本学科だけでは例数が少なく系統的な分析は難しいが、情報を
共有することで教員の経験を蓄積している。

年度目標 心身に障害を持つ、あるいは障害を持つことが疑われる学生に対する指導を充実させる。

年度報告 クラス担任を中心に、学科としての指導体制を維持した。

達成度 A

改善課題
問題を抱えた学生に対する専門的なサポートを構築するまでのアプローチが容易ではな
い。特に学修意欲が低く、また基礎学力の低い学生に対しては更なる指導・アドバイスの
必要である。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録（学生の動向）
次年度の課題
と改善の方策

学修意欲が低く、また基礎学力の低い学生に対しては更なる指導・アドバイスの必要があ
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

　学生アンケート等による全学的な意見聴取で学修環境の適切性を評価している。学科独
自のアンケートは行っていないが、個人面談等で学生の意見を個別に聴取している。アン
ケート結果や学生からの意見は、学科で回覧・周知し、予算申請等に反映させることで学
修環境の改善につなげている。課題としては、実験室、学習室、アメニティ室が十分に独
立していないことが挙げられる。学生数に応じたアメニティ空間は十分ではない。

年度目標 学生の要望を把握して、順次環境を整備する。これにより、学生の満足度の向上につなげ
る。

年度報告
学生面談等の機会をとらえて学生の要望の聴取に努めた。OA機器の不十分な学生に対し、
クラス担任より大学からの機器貸出を申し出て利用した。

達成度 A
改善課題

生命栄養科学科周辺のアメニティ施設の不足を訴える声が学生から寄せられている。しか
し、十分な対応はできていない。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

アメニティの整備を目指す。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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 生命栄養科学科

中長期計画

大学の教育理念を基本に沿って、学科の「教育目標」並びに「三ポリシー」を制定した。当
学科は、管理栄養士養成施設に指定されており、教育課程・教育内容は法律等で定めら
れた規定に従って作成されている。2017年度には、学科のコアカリキュラムとアセスメン
ト・ポリシーの原案を作成した。
中目標：管理栄養士として必要な知識・技能・態度等の修得と、実践で活躍するのに必要
な観察力・行動力の養成を目標に、管理栄養士養成を目指した教育課程と学位授与方
針を維持する。栄養士免許および管理栄養士免許取得に対する質の保証をめざす。
小目標：学修成果はアセスメント・ポリシーに従って評価されるが、特に管理栄養士資格
の取得も大きな指標となる。そのため、卒業時に管理栄養士資格を取得し、管理栄養士
として地域社会に貢献することができる学生の割合を増やす。2019年度は卒業生の
76.2％、42名中32名が管理栄養士資格を取得しており、今後も資格取得に向けた取り組
みを続ける。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

大学の教育理念に則した学科独自の教育目標を設定し、目標に沿った学位授与方針を採用
している。卒業により得られる栄養士免許及び管理栄養士の国家試験受験資格取得に対す
る質の保証を実施している。この方針は、学生便覧ならびに大学ホームページを通して学
内外に公開している。更に学生自身へも周知している。

年度目標 ディプロマ・ポリシーの適切性を検証する。

年度報告 学生便覧ならびに大学ホームページ等を通じて周知した。

達成度 S
改善課題 現状を維持

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020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

今後も大学ホームページ、学部ホームページで学科の情報発信を行う。

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

・学科カリキュラム検討委員会（学科長、教務委員、検討委員）で原案を策定し、学科会
議にて単位認定基準、進級基準、卒業認定基準、終了認定基準を提案・承認した。2018年
度には卒業研究研究評価のルーブリック評価により、点数化を行った。大学で定められて
いる手続きに従い実施した。
・学生便覧に明記し、大学ホームページで公表している。

年度目標
2019年度に卒業研究の成績評価をルーブリックで実施した。今年度もその方針で評価す
る。本学科における学びの適切性を判断し、認定システムを含む教育課程を修正する。ま
た、第三者によるシラバスチェックを継続して行う。

年度報告
卒業研究に対してルーブリック評価を行った。4年次1年間での卒業研究で、中間報告、卒
業論文作成、卒業研究発表会で副査・主査で評価を行った。研究内容によって、学修不足
が認められディプロマ・ポリシーにおける不良者を認めた。

達成度 B
改善課題

ディプロマ・ポリシーに従い、卒業論文発表会での卒業研究の評価を全教員で検討した。
さらに指導教員へも学生指導について指導強化をお願いした。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020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

卒業レベルの明確化、3年次までの学修状況から進級判定について考慮が必要と思われる。

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、卒業認定基準は学生便覧、大学ホームページ等で公表してい
る。卒業研究についてはルーブリック評価を実施し、点数化している。単位認定、進級、
卒業認定は学部教授会で議決し、全学教授会で承認を受けているので、厳正に適用されて
いる。

年度目標
アセスメント・ポリシーの内容等を検討し、認定基準を含む学科の教育システムの有効性
を検証する。

年度報告
ディプロマ・ポリシーを踏まえた単位認定基準等を策定・運用した。アセスメント・ポリ
シーに基づいた評価は完全にはできていない。卒業認定レベルでは、ほとんどの学生は評
価に値すると考える。

達成度 A
改善課題 アセスメント・ポリシーによる評価を吟味する。

根拠資料 ①2020年度学生便覧、　②2020年度大学要覧
次年度の課題
と改善の方策

基礎学力不足の4年次での学生指導は、社会的責任もあるが非常に困難である。低学年での
再学習の機会を与えながら、不足する学力の補足が必要である。



2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

教育目標（目的）ならびに学位授与方針にに基づき、教育課程の編成・実施方針（カリ
キュラム・ポリシー）を「地域社会に暮らす人々に対し、生命科学に基づいた支援と活動
を実践できる管理栄養士・栄養士を養成する」こととし、入学から卒業まで一貫したカリ
キュラム編成を行っている。カリキュラム・ポリシーは、学生便覧、シラバスならびに
ホームページ上に公開し、周知している。

年度目標 カリキュラム・ポリシーの適切性を検証する。

年度報告
教育目標と学位授与方針に基づく教育課程の編成・実施方針を維持し、ホームページ等を
通じて公開した。

達成度 A
改善課題 現状維持

根拠資料 ①2020年度学生便覧、　②2020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

カリキュラム・ポリシーについて特に問題はないが、卒業年次の授業について改善が必要
であると思われる。

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
学科の「教育目標」と「三ポリシー」は、大学の「教育目標」に沿って作成し、互いに整
合性がとれている。互いの関連性はカリキュラムマップで分かりやすく明示している。

年度目標
アセスメント・ポリシーの充実を図り、カリキュラム・ポリシーを含む学科の教育システ
ムの適切性を検証する。

年度報告
互いに整合性を持って定めた学科の「教育目標」と「三ポリシー」を維持した。アセスメ
ント・ポリシーに基づく評価により、本学科における教育の在り方の適切性を判断する
が、十分に検証できていない。

達成度 B
改善課題 アセスメント・ポリシーによる評価を進める。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020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

アセスメント・ポリシーによる評価を進めて、学生指導に活かす。

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「教育目標」と「三ポリシー」は、大学の「教育目標」に沿って作成し、これに
沿った教育課程を編成している。教育課程とカリキュラム・ポリシーとの整合性は、カリ
キュラムマップから容易に読み取ることができる。

年度目標
アセスメント・ポリシーの充実を図り、カリキュラム・ポリシーを含む学科の教育システ
ムの適切性を検証する。

年度報告 カリキュラム・ポリシーに沿った体系的な教育課程を維持した。

達成度 B
改善課題 アセスメント・ポリシーによる評価を進める。

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

カリキュラム・ポリシーに沿った教育課程を吟味する。

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
本学科では、共通教育（教養教育）の位置づけを明確にし、全人教育を具現化する教育課
程を展開している。管理栄養士として必要な人間力とコミュニケーション力の涵養は共通
教育によって行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告
管理栄養士として必要な資質を育てるために、共通教育科目の積極的な履修を指導した。
教養ゼミの時間で個々の学生の教養を高める教育・演習を実施した。

達成度 A
改善課題 管理栄養士として必要な資質獲得に必要な教育課程を維持する。

根拠資料 ①2020年度学生便覧
次年度の課題
と改善の方策

管理栄養士として必要な資質獲得に必要な教育課程を維持できるよう検証する。

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
健康情報演習、栄養教育実習、公衆栄養学実習、給食マネジメント実習、総合演習などの
演習・実習でICT活用教育を行っている。教授方法の工夫として、講義科目でもセレッソを
利用した小テストを実施し、評価につなげている。

年度目標
アクティブ・ラーニングを取り入れた授業を取り入れる。セレッソ、ゼルコバの更なる活
用目指す。

年度報告

今年度は本格的な遠隔授業の導入となり、セレッソでの授業配信を全教員が行った。教員
は授業資料、小テスト、レポートなどをセレッソ上で提示し授業を行った。概ね授業はで
きたが、教員間で課題の分量等にバラつきが出た。ごく少数であるが遠隔授業に適応でき
ていない学生がいた。

達成度 A



改善課題 管理栄養士として資質獲得に必要な教育方法を発展させる。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020年度授業シラバス
次年度の課題
と改善の方策

セレッソを十分に活用して、対面授業の補充などを行い学習効果を挙げる工夫をする。例.
ビデオを視聴後に講義など。

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

学科の「教育目標」と「三ポリシー」は、大学の「教育目標」に沿って作成し、互いに整
合性が取れている。これらのポリシーに従って、カリキュラムを編成して、各科目の成績
評価方法、進級基準、卒業認定基準を定めている。これらは、学生便覧ならびにシラバス
等に明示している。

年度目標
アセスメント・ポリシーの充実を図り、ディプロマ・ポリシーを含む学科の教育システム
の適切性を判断し、必要に応じて卒業判定を含む教育課程を修正する。

年度報告
卒業判定とディプロマ・ポリシーの整合性を考慮すると外れてくる学生が存在する。管理
栄養士国試受験のレベルでは無く、栄養士免許授与にも困難さを感じる。4年次での学力不
足は問題である。

達成度 B
改善課題

アセスメント・ポリシーによる評価を進めると共に、学力不足の学生の進級判定や科目の
単位認定・評価には更なる検証が必要と思われる。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020年度シラバス
次年度の課題
と改善の方策

基礎学力不足の学生の進級判定や科目の単位認定・評価には更なる検証が必要と思われ
る。評価方針の確認。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

・本学科の「教育目標」「三ポリシー」ならびに「教育課程」の適切性を判断し、必要に
応じて指導教員間の評価の違いを修正した。
・2019年度に検討したアセスメント・ポリシーによってルーブリック評価・卒業研究の評
価を行った。
・学科の教育プログラムにも評価を活用する資料とした。

年度目標 アセスメント・ポリシーによる評価を更に充実させ、教育システムの適切性を判断する。

年度報告
三ポリシーに基づくアセスメント・ポリシーを決め、これを用いて学修成果等を評価して
いる。学力不足の学生の進級判定及び単位認定は注意を要する。

達成度 A
改善課題 科目の単位認定における素点の扱いとGPA の点数化を検証する。

根拠資料 ①2020年度学生便覧　②2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

アセスメント・ポリシーを活用して、学生指導に活かす。

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

・学生による各種アンケート結果は、学科で回覧・周知し、教育内容・方法の改善につな
げている。また、授業評価アンケートの結果については、各教員が報告書を提出するほ
か、教員の自己点検評価項目にも組み込まれていて、毎年振り返りを行っている。学科の
教育システムを総合的に判断するため、アセスメント・ポリシーを活用して修正につなげ
ている。
・各学生の成績、国家試験に向けた模擬試験の成績、さらには管理栄養士国家試験合格率
などから、学生の学修到達状況（教育の成果）を学科全体で把握し、改善策を議論してい
る。その成果は、授業や学生指導の改善に役立てている。

年度目標 現状の評価方法に加え、アセスメント・ポリシーによる教育全体の評価を行う。

年度報告
授業評価アンケートに対するフィードバックを行い、指導方法の改善に努めた。各教員の
授業における課題を抽出して、授業改善に活用した。アセスメント・ポリシーを作成し、
学位授与卒業生総代等も決定した。

達成度 A
改善課題 アセスメント・ポリシーによる評価を進める。

根拠資料 ①2020年度学生便覧、　②2020年度大学要覧　③授業評価アンケート報告書
次年度の課題
と改善の方策

クラス担任、ゼミ指導教員がアセスメント・ポリシーによる評価を活かし、更に学生の生
活面も確認し、低学年からの学修支援を行う。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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 生命栄養科学科



中長期計画

本学科は管理栄養士の養成施設であり、設置にあたり文部科学省と厚生労働省の両方
の認可を受けており、規定に沿った体制を維持する。
中目標：栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食経営管理論、応用栄養学（又は基
礎栄養学）のそれぞれの担当教員、さらに人体の構造と機能および疾病に関する担当教
員（医師）の配置が管理栄養士の養成施設としての必須条件であり、それ以外にも専門
基礎分野の担当教員が3人以上必要で、助手は5人が必須と規定されている。このような
教員数を確保することが重要課題である。さらに、有能な管理栄養士の養成という社会
の要請に合致した教育・研究を進めるために、上記の規程に沿うだけでなく、学生を適切
に指導できる、優れた研究能力を持つ、あるいは地域に貢献できる技術を持つ教員を配
置する。
小目標：当学科の教員(11人)の年齢構成（4月1日時点)は、60歳代が6人、50歳代が2人、
40歳代が2人、30歳代が2人となっている。教員の平均年齢は53.0歳であり、高齢化の解
消が課題となっている。今後10年間で50歳代以上の教員7人が定年を迎えることから、次
の世代を担う人材の採用計画を立案する。一方、優秀な教員を新しく採用するだけでな
く、現在の教員の能力を高めることができる環境を整える。学内外の様々な研修会や学
会活動への参加を通して、学科の教育・研究に必要な資質を獲得する。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

大学の教学マネジメントの中で、学科の教育目標を達成し、人材と成果を地域に還元する
ことのできる体制を構築している。そのために、学科長と学科主任各1名をおくとともに、
各課題ごとに責任者を定めている。学科長が責任をもって学科の管理・運営を行うととも
に、学科会議等を通じて意見交換を行い、学科長の責任の下で学科の方針を決定してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 学科長の責任の下、学科教員が協調して学科運営にあたった。

達成度 A
改善課題 学科教員間の意思疎通を更に円滑に行なう。このため、学科会議での活発な意見交換を行

う。
根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

学科運営に協力して取り組む

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

学部運営と異なり学科運営についての詳細な規定はないものの、学科会議、学部教授会、
専門部会（教務会、社会連携会など）で審議・報告し、学科長が最終判断を下している。
全学委員会ならびに学部・学科内委員会を置き、各事象について原案をまとめ、会議に
諮っている。以上のシステムにより、学科運営にかかわる事項の意思統一を図っている。

年度目標 活発な議論により学科の課題を達成する。

年度報告 学科内の教員は、助手も含め適宜全学・学部・学科の委員会に所属し、職務を務めた。

達成度 S
改善課題 休職中の教員1名がいるため、委員会等の兼務が増加し教員の業務の負担増となっている。

根拠資料 ①福山大学諸委員会構成員名簿　②2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

教員の適正な人数の確保、役割分担の平準化を目指す。

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

工学部・生命工学部事務室ならびに学務部教務課、学生課、就職課等の職員と密に連携し
て学科を運営している。生命栄養科学科助手は、有資格者と規定されている（厚生労働
省）。そのため、本学では職員となるが教学マネジメントにも積極的な関わりと、実験・
実習等の授業運営においては教員と協力した体制で学生指導等に臨んでいる。

年度目標 現状を維持

年度報告 事務職員・学科助手と連携して、適正な学科運営を行った。

達成度 A
改善課題

学部事務の人員不足により機敏な対応が期待しにくい。助手の勤務時間の規程により、卒
業研究の指導等では、時間的な制約がある。

根拠資料 ①事務への提出書類（原議書、報告書等）
次年度の課題
と改善の方策

事務職員・学科助手と連携して、適正な学科運営を行う。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科



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

・円滑な学科の運営を可能にする教員組織とする。特に、文部科学省による基準ならびに
厚生労働省が定めた基準を満たす教員組織を維持する（大学設置基準（昭和三十一年十月
二十二日文部省令第二十八号）、管理栄養士学校指定規則（昭和四十一年三月二日文部
省・厚生省令第二号））。
・学科教員の年齢構成は、「基準４」の「中長期計画」で述べたように平均年齢が51.5歳
であり、高齢化の解消が課題である。教員の男女比は男性4人、女性7人で、他の管理栄養
士養成施設とほぼ同レベルである。職階は、教授5人、准教授3人、講師1人、助教2人であ
る。管理栄養士資格を持つ教員は、教授１人、准教授3人、講師1人、助教1人である。

年度目標
教員の高齢化に加えて、職階等にアンバランスが生じている。これを順次是正するための
人事計画を立案する。

年度報告
准教授1名(46歳)を採用した。但し、講師1名の配置換えにより、平均年齢は上昇した。職
階構成は助教が1名となり、准教授が4名となった。

達成度 A
改善課題 年齢構成等の偏りを長期計画の中で是正する。教員の出退の際に年齢構成にも配慮する。

根拠資料 ①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検評価書
次年度の課題
と改善の方策

教員の年齢構成の是正を引き続き検討する。

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

本学科は、大学設置基準（教員8人以上、教授4人以上）、管理栄養士養成施設の基準（教
員10人以上、教授5人以上、必須5分野の専属教員各1名以上、医師免許取得者1名以上、助
手5名以上）を満たしている。さらに、教職課程（栄養教諭一種、再申請中）に必要な体制
を維持している。

年度目標 現状を維持

年度報告 文部科学省ならびに厚生労働省が定めた基準を満たす教員組織を維持した。

達成度 S
改善課題 現状を維持

根拠資料 ①2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検
次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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

多数のFD研修会が全学的に開催され、学科教員は積極的に参加した。生命工学部のFD研修
会を2回、生命栄養科学科の研修会を3回行った。本学科教員のFD研修会の平均参加回数は5
回であった。研修会のテーマは、初年次教育、成績評価、学生指導、大学院教員資格など
多岐にわたっている。

年度目標
FD研修会が多様なテーマでいくつも開催され、多くの教員が参加している現状を維持す
る。講演会形式の研修会が多いことから、目的に則した多様な形態の研修会の開催を目指
す。

年度報告
卒業演習Ⅰ・Ⅱの授業改善を目指したカリキュラムの検討を数回に分けて行った。学科教
員・助手も参加し、国試対策委員会が授業の目的・計画の提示をし，意見交換と情報共有
を行った。

達成度 S
改善課題 国試対策にも通じる内容であるので、今後適宜修正・改善をする必要がある。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②国試対策委員会議事録
次年度の課題
と改善の方策

教育方法、法律改正など管理栄養士養成に係る変更などは、学科長等がリーダーとなり、
FDを開催する。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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
FD/SDの共同研修会が全学レベルで開催された。単独のSD研修会への本学科教員の参加は無
い。また、学科レベルでの「教職協働」は行っていない。

年度目標 全学的な「教職協働」の動きと並行して、学科で実施可能な取り組みを行う。

年度報告
全学で開催されたSD・FD研修会に参加した。学部FD研修会にも参加し、ハラスメントの定
義や対応について理解できた。

達成度 A
改善課題 学科が直面する課題について、独自のSD研修会の開催をする。国試対策の改善

根拠資料 ①FD研修会出席者名簿



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
以前より学科内にサーバーを設置してグループウェアを開設し、会議議事録等の資料の保
存・共有、科内の設備予約等に活用してきた。学科でOffice365に移行し、情報管理並びに
利便性の向上につなげた。

年度目標 Office365を用いた科内情報システム共有システムを活用する。

年度報告
Office365を用いた科内情報システム共有システムを運用した。特にセレッソは遠隔授業導
入の為、全教員が授業で使用した。セレッソの活用は今年度費用に進んだ。

達成度 A
改善課題 Karinへのデータ移行を進めていく。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

セレッソの機能を最大限に活かすよう授業使用は元より、学生との連絡・意見の抽出（ア
ンケート機能）を使用している。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

学科教員の研究専念時間については、その他の大学業務時間に割く時間が多く、十分に確
保することは難しい。研究設備の多くは前身の学科より引き継いだものが多く、老朽化が
進んでいる。設置後20年以上経過した機器等については、順次更新する。特に、本学科の
特徴である食品の分析機器の更新が課題である。化学物質、細胞、遺伝子等の分析機器
は、全学共通で運用されているものを使用している。

年度目標 老朽化した施設・設備を計画的に更新する。学科の施設・設備の再配置を進める。

年度報告 研究を進めるための環境を維持した。

達成度 A
改善課題 老朽化機器の廃棄が進んでいないを徐々に進めている。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

老朽化機器の廃棄が進んでいないを徐々に進める。

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

大学で定めた規定等に従って研究を行っている。倫理的な問題が発生する可能性がある研
究については、「学術研究倫理審査委員会」の審査を経て事前に認められたものについて
のみ行うことができる。本委員会には組換えDNA倫理部会、実験動物倫理部会、微生物倫理
部会、ヒト倫理部会が設置され、各部会が厳密な審査を行い、さらに学内規定に従って本
委員会が研究の可否を判断し、学長に上申する。各部会は、研究の事前審査に加えて、教
育訓練、研究報告書の保管等も行っている。研究の不正行為等については「研究関連ガイ
ドブック」に従って、教員・学生等のすべての関係者に説明している。

年度目標 現状を維持

年度報告
研究テーマの「学術研究倫理審査委員会」における審査、「研究関連ガイドブック」の周
知を行い、研究倫理に関わるトラブル等は生じなかった。研究倫理に関する研修等にも参
加した。

達成度 S
改善課題 特になし

根拠資料 ①学術研究倫理審査委員会議事録　②2020年度シラバス
次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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

・18号館、28号館の実験室、研究室は、すべての教員に適切に割り当てられている。研究
用機器については、概ね必要なものが使える状況にあり、不足するものについては学内外
の機器等を共同利用している。
・卒業研究を行う学生に対しては、研究費が計上されている。これを超える部分は、外部
資金等により調達している。設備機器の老朽化、研究内容の変化等に対応することが課題
である。

年度目標 教員の実情に合わせて研究環境を改善する。

年度報告 研究活動で必要な機器等を概ね利用できる環境を維持した。

達成度 A
改善課題 外部資金等の獲得率が伸び悩んでいる。採択率が低い。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度教務の手引き
次年度の課題
と改善の方策

外部資金の獲得率を上げる。

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

全学的な取り組みとして、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」を整備している。また、FD研修会等を通じて教職員に周知徹底し、学
内審査機関を適切に運営している。科研費の研究助成を受けた教員は、ガイドラインに
沿って適切に予算を執行し、書類も学部事務が適切に対応している。各種研究助成金の使
用に関しても、「公的研究費取扱規則」に則って学部事務室が適切に対応している。

年度目標 現状を維持

年度報告
公的研究費を適正に運営・管理するためのガイドラインに沿って活動し、問題等は生じな
かった。過去の獲得資金で残金のある教員の精算を行った。

達成度 S
改善課題 特になし

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度外部資金の使用に関する事務提出書類
次年度の課題
と改善の方策

公的研究費等を適正に運営・管理する。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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 生命栄養科学科

中長期計画

全学的な自己点検評価活動に合わせて、学科全体で自己点検評価について議論して自
己点検評価報告書にまとめ、全学自己点検評価委員会へ提出している。これとは別に、
管理栄養士養成施設の自己点検を毎年実施している。数年以内には、厚生労働省によ
る管理栄養士養成施設監査を受ける可能性があり、その準備を整えている。外部評価等
における本学科に対する意見は、学科内に周知して指摘事項の改善に役立てる。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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
大学や学部には、自己点検評価に関する規則等が設けており、適切に運用している。学科
は、独立した自己点検評価組織を持たないが、学部自己点検評価の一部として学科長を中
心に組織的に活動している。

年度目標 現状を維持

年度報告
学科自己点検評価、教員個人の自己点検評価および管理栄養士養成施設指定基準に係る自
己点検を実施した。

達成度 S
改善課題 特になし

根拠資料
①2020年度生命栄養科学科自己点検報告書
②福山大学及び生命工学部自己点検評価委員会細則
③生命栄養科学科　学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

全学的な自己点検評価活動に合わせて、学科全体で自己点検評価に関わる議論を行い、全
学自己点検評価委員会へ提出している。2017年度に日本高等教育評価機構による大学の第
三者評価、ならびに生命工学部の外部評価を受けた。また、管理栄養士養成施設の自己点
検を毎年実施している。学科の自己点検評価報告書については、大学ホームページ上に公
開されている。外部評価での本学科に対する意見は、学科内に周知して指摘事項の改善に
役立てている。

年度目標 現状を維持

年度報告

学科自己点検評価、教員個人の自己点検評価および管理栄養士養成施設指定基準に係る自
己点検を実施した。関係事務部門（工学部・生命工学部事務室）と協働で養成施設の自己
点検を行った。

達成度 S
改善課題 特になし

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度管理栄養士養成施設指定基準に係る自己点検
次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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

入学時のデータ（出身高校、入試種別等)、学生の教務データ、国家試験受験成績等を収集
し解析している。ただし、これらのデータを一元的に集計することは難しい。特に、教務
データはZelkovaを介してアクセスできるものの、全体の成績分布等は各教員の持つ講義毎
の資料から全体像を推し量っている。国家試験合格率に相関性の高い資料を抽出して、指
導方法の改善に取り組んでいる。

年度目標
現状で利用できる範囲の資料を分析し、大学での学修効果の向上に向けた取り組みを続け
る。なお、個人情報の取り扱いに細心の注意を払う。

年度報告
学生に関わる各種データを学科で蓄積し、解析した。国試合格率と学生のGPAとの関連、出
身高校などをデータを分析した。

達成度 A
改善課題 全学的に収集されているデータとの融合を徐々に進めている。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　②2020年度国家試験受験状況及び合格率
次年度の課題
と改善の方策

低学年からの学修成果・成績の分析と学生指導をさらに連動させていく。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

大学や学部には、自己点検評価に関する規則等が設けられ、PDCAサイクルに沿った運用が
なされている。学科も、学部自己点検評価の一部として組織的に活動している。自己点検
評価報告書に対する意見は学科内で周知してその改善策を検討し、さらに次の自己点検に
反映させている。

年度目標
学科の自己点検評価については、情報の共有と学科会議での議論を進め、学科長が責任を
もって実施する。

年度報告 全学と学部の自己点検評価組織の一部として適切に活動した。

達成度 S
改善課題 特になし

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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

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研修会等に参加することで、コンプライアンスの意識を徹底している。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。これらの成果
の具体的な検証は行っていないが、過去5年間に本学科での不正等の発生はない。

年度目標 現状を維持

年度報告 コンプライアンスに関する上記活動を継続した。不正等の発生はなかった。

達成度 S
改善課題 現状を維持

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録　　②FD研修会参加者名簿　③学術倫理審査委員会議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科

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 生命栄養科学科



中長期計画

生命栄養科学科では、大学が提唱する「瀬戸内の里山・里海学」の趣旨に従い、2017年
に学科独自のブランディング戦略を策定した。これは、学科の諸活動により学生・卒業
生・教員が地域社会で活躍することで、地域の若者の未来を創造し、さらに地域全体の
未来の創造につながることを目指している。そのために、教育分野では、地域で活躍でき
る管理栄養士の養成を目標とし、「生活を楽しむ長寿社会」「専門領域のスペシャリスト」
「栄養専門職のキャリア構築」をキーワードに社会に貢献することを目指している。一方、
研究活動・社会連携活動分野では、「地域への貢献」「食・栄養分野の発展」「地域の食
関連分野の発展」をキーワードに、教員・学生の活動が地域社会の発展につながること
を目指している。その一環として、グリーンサイエンス研究センターが主催するブランディ
ングプロジェクトの一部に2名の学科教員が参加・協力している。
中目標：大学のブランディング戦略の沿って、学科ブランディングを向上させるそのため
に、グリーンサイエンス研究センターのプロジェクトとして「里山・里海学」を発展させる。ま
た、学科の活動のすべてを既存のプロジェクトに合わせることは難しいことから、地域社
会への独自の働きかけを続ける。地域の企業、行政、地域団体等の関わりから、学生と
地域の未来創造につながる活動を模索する。
小目標：これまでに培ってきた地域とのつながりを継続するとともに、新しい可能性を探
る。そのために、学内外の様々な組織と連携し、協働事業に発展させる。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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
福山大学ブランディング戦略については、大学ホームページ等で周知を行っている。学生
が参加する企画では、その都度活動の目的を周知している。

年度目標
様々な企画の実施を通して、福山大学ブランディング戦略と学科の戦略の両方の周知を進
める。

年度報告 福山大学と学科のそれぞれの戦略の周知を行った。学生への周知は余りできていない。

達成度 A
改善課題 全学のブランディング戦略の活動に直接参加している教員が少ない。

根拠資料
①2020年度学科会議議事録
②生命栄養科学科ホームページ

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

学科独自のブランディング戦略を策定するにあたり、「学科の諸活動により学生・卒業
生・教員が地域社会で活躍することで、地域の若者の未来を創造し、さらに地域全体の未
来の創造につながること」を目的とした。広報活動も含め、地道な地域貢献の積み重ねを
優先する計画にした。広島県栄養士会など職能団体との協同も検討する。

年度目標
活動の進めながら、ブランディング戦略との整合性を確認し、社会に認められることを目
指す。

年度報告
計画した活動は感染症拡大予防のため、今年度は殆どを中止した。市民に向けた生命栄養
科の活動として「市民フォーラム」を1回開催できた。次年度の活動方針の見直しを行っ
た。

達成度 A
改善課題

社会への浸透が不足している分野の発信力を強化する。健康・食をキーワードとした学科
独自のブランディングの検証を行う。

根拠資料
①食と健康ひろば（ローズスクェア）計画書及び実施報告書
②2020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

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

前述の学科ブランディング戦略の「学科の諸活動により学生・卒業生・教員が地域社会で
活躍することで、地域の若者の未来を創造し、さらに地域全体の未来の創造につながるこ
と」は大学の戦略と一致している。教育分野においては、管理栄養士として地域で活躍で
きる人材育成を、研究・社会貢献分野では地域の社会・企業等の発展を目指して活動を継
続する。

年度目標
既存の様々な活動を評価し、活動をさらに発展させる。この作業を毎年繰り返し、それぞ
れの活動を戦略目的に近づける。



年度報告
教員・学生の各種団体との協働企画の実施では、大学ホームページ、新聞、経済情報に経
過報告をし、外部からの情報発信があった。感染拡大防止のため、街頭啓発活動は中止し
た。

達成度 A
改善課題

情報の発信力が不足している部分を強化する。街頭啓発活動を食育内容で新規に行なった
が、ターゲットは絞り込めていない。高校への学科の売込み・アプローチも必要である。

根拠資料 ①2020年度学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

高校への発信を行う（高校訪問など）。

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

学科が参加する地域活動として、生命工学部の公開講座と市民フォーラム、高校出前授
業、教育ネットワーク中国が主催する公開授業と公開講座がある。小学生から高齢者まで
の様々な年齢層の受講者に対して、必要とされる情報の発信を続けている。学科で「ロー
ズスクエア」を実施し、学生・教員が地域や市民と共同で活動する計画を実施する。

年度目標 学科価値が最大化できるように、情報発信の強化を進める。

年度報告
街頭啓発は中止。食と健康の講演会1回/年を実施した。活動は感染拡大予防等の観点から
中止した。次年度の活動内容の計画・見直しを行った。

達成度 B
改善課題

地域の課題に密着した活動を強化する一方、学生募集も意識して高校生向けの活動も必要
である。

根拠資料
①食と健康ひろば（ローズスクェア）計画書及び報告
②2020年度学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

感染症の経過・動向は不明である。計画から実施に至る決定は検討する。

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

学科のブランディング戦略では、地域で活躍できる管理栄養士の養成を目標とし、「生活
を楽しむ長寿社会」「専門領域のスペシャリスト」「栄養専門職のキャリア構築」をキー
ワードに社会に貢献することを目指している。そのために、学生に対する教育だけでなく
卒業生の学びなおしを意識した研修会を開催している。

年度目標
卒業生の学びなおしを強化するための研修会を計画・実施する。年度末には実施した研修
会等に対する学科内で検証する。

年度報告 研修会は計画するも実施はできていない。計画・実施に向け検討する。

達成度 B
改善課題 学び直しの活動に必要な研修会、勉強会を企画し、卒後教育の充実を図る。

根拠資料 ①食と健康のひろば　ローズスクエア計画書
次年度の課題
と改善の方策

生涯教育を視野に卒業生・地域の専門家に向けた研修会を実施を計画する。

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

・本学科の履修科目として臨地・校外実習があり、地域の医療機関、福祉施設、小学校、
行政、事業所等での実習を行う。これらの成果は臨地実習報告会で詳細に報告・発表して
いる。
・行政等の学外組織と連携した諸活動を行っており、地域密着型の教育体系をとってい
る。また、公衆栄養学の学問分野は、地域社会における栄養学の実践であり、地域社会と
密接に関連する。卒業研究のテーマとして取り上げている場合は、卒業研究発表会及び卒
業論文にて、活動内容、関わりからの成果について報告している。

年度目標 現状を維持するとともに、学生や卒業生が地域で活躍する基礎を築く。

年度報告
臨地・校外実習を地域の医療機関、福祉施設、小学校で実施できた。行政等の期間では感
染症対応のため実施はできなかった。学外実習は学内実施に読替え、広島県等に報告し
た。学科の広報活動は活動のあったものについて、ホームページ等で広報した。

達成度 A
改善課題

学科に対する地域の信頼が不足しており、向上させる努力を継続する。国試合格率の向上
を目指す。

根拠資料
①2020度臨地実習報告書
②2020年度社会連携活動報告書
③2020年度学科会議議事録（12月及び3月）

次年度の課題
と改善の方策

国試合格率の向上を目指す。

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
前述の通り、地域の医療機関、福祉施設、小学校、行政、事業所等での実習、ならびに学
外の諸組織と連携した活動から、座学にとらわれない学修を促している。連携している組
織は行政・企業・地元自治会等多様であり、学生の人間力の発展に貢献している。

年度目標 現状を維持するとともに、より多様な分野での活動を今年度より実施する。

年度報告
学科の諸活動に学生の参加を計画した。学外実習の実施は可能な限り、近隣の施設にて実
習を行った。研究活動での地域・団体との協働では、4年次生は地域に出向いて、情報収集
や新規食品等の創出企画に主体的に取り組んだ（2研究室）。

達成度 A
改善課題

参加学生の意識や行動の変化を客観的に把握することが十分にできていない。臨地実習報
告会などから、社会に関わる学生の立場をしっかり考察することが必要である。

根拠資料
①2020年度臨地実習報告書（実習ノート、報告会）
②2020年度社会連携活動報告書
③大学ホームページ内　生命工学部頁　生命栄養科学科活動報告記事

次年度の課題
と改善の方策

知識に偏重しない活動という事であるが、研究活動による情報収集方法の確認などでき
る。機会を捉えて積極的に地域・社会に出て，地域住民や団体とのコミュニケーションの
回数を増やす。

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

2019年度から「ローズスクエア」を学科独自の栄養・健康・調理をキーワードとした活動
を開始し2年目である。市民への定期的な栄養相談室の開設、子供料理教室、健康料理教室
の開催、街頭啓発活動、講演会を計画している。また、スポーツ栄養サポート活動、地域
交流活動グループ「Nたま」も活動している。

年度目標 ローススクエアを中心として、計画通りに実践する。

年度報告
感染症拡大予防のため活動を自粛した。しかし、研究活動での地域へ出向き、地域住民や
団体との交流ができた。活動の経過を大学ホームページなどで報告した。学科の特徴であ
る「食と健康」に関わる活動は十分できなかった。

達成度 A
改善課題

栄養相談実施件数が1件であった。広報活動や実施方法について検討する。2021年度も可能
な限り、社会情勢を見ながら実施を目指す。

根拠資料 ①2020年度ローズスクエア活動報告書　②大学ホームページ
次年度の課題
と改善の方策

小グループによる社会貢献活動として、団体等と交流し新規食品を創出を試みる。学科の
諸活動の情報発信を更に検討する。

2020年度 生命工学部 生命栄養科学科
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

グリーンサイエンス研究センターが主催するブランディングプロジェクトに学科から3名が
参加・協力しており、「里山・里海学」の発展に寄与している。一方、既存のプロジェク
トには参加していない教員も、学科独自のブランディング戦略の中で地域(里)の発展に貢
献する活動を行っている。

年度目標 今年度から学科の特色を生かした独自の活動を発展させる。

年度報告
里山・里海学にに関わる学科ブランディング戦力を効果的に展開するために、31年度以降
の活動内容の修正を行った。当学科の教員が研究活動の一環として、一部事業に参加し
た。関係団体との共同研究として参加した。

達成度 B
改善課題 活動内容の修正により教員負担が増大することが予想される。

根拠資料 ①2020年度社会連携活動報告書
次年度の課題
と改善の方策

ブランディングの内容では、学科の特色が出しにくい部分もある。その点の改善咲きを検
討する。

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

現状説明
ブランディング研究を含めて、研究資金獲得のために、学外助成（科学研究費、公的補助
金、受託研究費等）と福山大学独自の助成金へ申請を行っている。文部科学省の科学研究
費には学科の過半の教員が申請を行っている。

年度目標 前年度より外部資金の獲得件数、金額を増やす。

年度報告
研究資金獲得では、文科省・科学研究費助成事業に応募した。採択は0件、継続は1件で
あった。農水省・地域活性プロジェクトで採択1件があり、学科教員・学生が研究分担者と
して参加した。

達成度 A
改善課題

外部資金獲得件数が少ない。採択者に偏りがある。学科教員の各種外部資金への申請を増
加させる。

根拠資料 ①研究活動・外部資金等獲得状況報告（大学ホームページ）
次年度の課題
と改善の方策

外部資金獲得のため、各種助成制度に対し申請を行う。



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
グリーンサイエンス研究センターが主催するブランディングプロジェクトについては、全
学の規程に従って論文、学会発表等、さらにはプロジェクト報告書として成果を公表す
る。学科独自の活動についても、同様に成果を公表する。

年度目標 研究成果については、積極的に公表して社会に還元する。

年度報告 学会発表等を通じた成果の公開を行った。

達成度 A
改善課題 学科からの発信は、主に学術的な発表に限られる。その他媒体での公開を検討する。

根拠資料 ①各種学会誌、学会抄録　②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

研究成果については、積極的に公表して社会に還元する。


