
福山大学　内海生物資源研究所　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 内海生物資源研究所

中長期計画

福山大学内海生物資源研究所（以降研究所）は福山大学学則第3条の2により設置され
ており、福山大学内海生物資源研究所規定の第2条にある「福山大学における先端的な
学術研究基盤を強化して本学の教育・研究を推進するため、瀬戸内海諸島地域を中心と
した水産資源の基礎および応用に関する研究を行うとともに、地域の研究機関若しくは産
業界との共同研究を通じて地域の新産業の創出及び技術振興に資すること」を目的とし
ている。加えてこれらの業務に支障がない限り、その施設の一部を福山大学並びに福山
平成大学の教職員及び学生の研修または福利厚生のため使用することが求められてい
る。
開設後、30年を経た現状においても上記の使命・目的に大きな変更はないものの、今後
海洋生物科学科（以降学科）と連携を強化しながら福山大学ブランディング（推進）研究プ
ロジェクト「瀬戸内の里山・里海学」を中核として、学内外との共同研究や教育活動、情報
発信に努める。

2020年度 内海生物資源研究所

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

1.中期計画に示したように、学則並びに研究所の規定に明記しており、これらは福山大学
（以降大学）の建学理念及び「三蔵五訓」に沿っている。
2.連携している学科の教育目的1）持続可能な資源管理を見据え，増養殖に関する知識と技
能を活用し，水産業で活躍できる人材を育成する。2）水生生物の生理，生態に関する知識
や飼育，展示，繁殖に関する技能を活用して，種の保存や希少種の保護を視野に含めた飼
育・展示・啓発活動を行う施設，研究機関，企業等で活躍できる人材を育成する。にも合
致している

年度目標 現状を維持

年度報告

1.今年度はコロナ感染症対策のため施設利用者は88名（昨年度315名）と激減した。
2.私立大学研究ブランディング事業の中核施設としてプロジェクトを担った．
3.調査船爽風丸、第二爽風丸を配置し、上記2.の実施に向けて46回の調査を実施した．
4.上記の状況を2回の福山大学内海生物資源研究所運営委員会にて審議・報告した。5.因島
キャンパス内の飼育施設、水族館及び瀬戸内海のフィールドを用い41名の卒業研究、1名の
修士論文に関わる教育を実施した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①平成31年度私立大学研究ブランディング事業計画書
②福山大学内海生物資源研究所運営委員会議事録
③福山大学内海生物資源研究所報告第31号

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明

1.研究所は他大学にはほとんど見られない60トン/時の大型海水取水施設に基づく増養殖の
研究設備並びに付属水族館を備え、それらを活用した研究・教育活動を実施している。
2.上記の研究・教育活動については、「主に瀬戸内海に 生息する魚類を中心に海洋生物の
生態や有用資源の管理、増養殖、展示について解明 ・検討し、海洋生物を「育てる」「守
る」「探る」「利用する」ことを目指しています。」と大学のHP及び大学ポートレートに
公表している。

年度目標 現状を維持

年度報告
1.HPの内容に関して検討し、リニューアルを実施した。
2.学長室ブログに活動内容を3回投稿した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学HP
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

1.研究所の研究・教育活動等は福山大学内海生物資源研究所運営委員会規則によって定め
られた委員会によって報告・検討されている。
2.研究所長は社会情勢や慣例法令の改正等に伴い、本学の使命・目的及び教育目的、教育
システム、さらには組織や施設のあり方などの見直しを担う、全学組織の評議会並びに研
究科長等協議会に出席し、適宜研究所の使命・教育目的について検討している。
3.毎年自己点検評価書（以降本書）を作成し、関連する委員会で内容を検討している。

年度目標 現状を維持

年度報告

1.研究所の研究・教育活動等は福山大学内海生物資源研究所運営委員会規則によって定め
られた委員会によって報告・検討した。
2.研究所長が社会情勢や慣例法令の改正等に伴い、本学の使命・目的及び教育目的、教育
システム、さらには組織や施設のあり方などの見直しを担う、全学組織の評議会並びに研
究科長等協議会に出席し、適宜研究所の使命・教育目的について検討した。
3.毎年本報告書を作成し、関連する委員会で内容を検討した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学内海生物資源研究所運営委員会議事録
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
1.　本報告書の作成時に所内会議等で教職員に周知し、理解と支持を得られるように意見
交換を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告
1.　本報告書の作成時に所内会議等で教職員に周知し理解と支持を得られるように意見交
換を行った．

達成度 A
改善課題

根拠資料
①令和２(２０２０)年度第２回内海生物資源研究所運営委員会（メール会議）
議事要旨

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 1.上記1-1②の現状説明で記したように大学HP並びに大学ポートレートにて公表している。

年度目標 現状を維持

年度報告
1.HPの内容に関して検討し、リニューアルを実施した。
2.学長室ブログに活動内容を3回投稿した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学HP
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 1.基準1の中期計画にその内容を明記するとともに、実行のため新たな方向性を示した。

年度目標

学科と連携を強化しながら中期計画を実践するとともに、大学のブランディング（推進）
研究プロジェクト「瀬戸内の里山・里海学」を中核として、学内外との共同研究や教育活
動、情報発信する。

年度報告

1.私立大学研究ブランディング事業の成果、特にシロギス養殖に関連して工学部、しまな
み寿司、クラハシ、長崎大学、京都大学との連携を実施した。
2.水産物の美味しさを見える化する取り組み「おいしさタグ」を商標登録した。
3.経済レポート、びんご経済レポート、中国新聞等に関連記事が掲載された。
4.上記1.の成果を水産学会春大会で1件を発表した。
5.活動内容を冊子として印刷し、各種イベント、学会等で配布した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①福山大学内海生物資源研究所報告第 31 号
②福山大学HP

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

1.ディプロマポリシーでは、持続可能な資源管理を見据え、増養殖に関する専門的な知識
と技能及び水生生物の生理、生態に関する知識や飼育、展示、繁殖に関する専門的な知識
と技能の習得に反映されている。
2.カリキュラムポリシーでは、海を身近なものとして利用し守ってきた知恵に学び，広く
社会で活躍できる教養と視野を持ち，実践する力のある社会人を養成するの部分に反映さ
れている。
3.アドミッションポリシーでは、海洋の生物と環境についての深い理解に基づいて，海洋
の環境と生態系の保全，あるいは海洋生物資源の持続可能な利用に主体的に取り組み，循
環型社会の構築に貢献できる人材を育成します。の部分に反映されている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状で目標設定に十分対応している。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学HP
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

1.研究所の目的である「福山大学における先端的な学術研究基盤を強化して本学の教育・
研究を推進するため、瀬戸内海諸島地域を中心とした水産資源の基礎および応用に関する
研究を行うとともに、地域の研究機関若しくは産業界との共同研究を通じて地域の新産業
の創出及び技術振興に資する」を実行するため、学科と併任の所長1名、所長をのぞく教員
6名、専任の技術職員3名が配属されている。
2.目的の中で重要な項目となっている、瀬戸内海諸島地域を中心とした水産資源の基礎お
よび応用に関する研究をおこなうとともに、地域の研究機関若しくは産業界との共同研究
を通じて地域の新産業の創出及び技術振興に資する人材の確保が急務である。

年度目標 上記の2.に対応可能な人材を確保する。

年度報告 上記の2.に対応可能な人材を確保した。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①生命工学部教授会議事録
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所

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 内海生物資源研究所
中長期計画 該当する点検項目についての中長期計画を記入してください。（20210430）
2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①



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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ❹ 就職指導を適切に行い、就職の質及び内定率の向上に取組んでいますか。
現状説明
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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

1.ハラスメントの防止については、2010(平成22)年2月に制定した福山大学キャンパス・ハ
ラスメント防止等に関する規定に基づき、2010(平成22)年3月に確立した「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」に従って行っている。
2.因島キャンパス内に1名のハラスメント相談員を置き、相談窓口になっており、このこと
を配属学生および教職員に周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 1.現状で点検項目に十分対応している。

達成度 　A
改善課題

根拠資料
①福山大学キャンパスハラスメントの防止等に関するガイドライン
②福山大学令和元年度福山大学諸委員会構成員名簿

次年度の課題
と改善の方策

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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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

1.校地、校舎等研究所内の施設整備については、以下のように教職員全員で管理し、随時
所内会議等で問題・課題を点検、整理した後、優先順位を定めて整備計画および予算申請
書を策定している。この整備計画、予算申請書は、研究所運営委員会で討議、検討された
後に学長及び法人のヒアリングを経て実施の可否が判断される。また実際の運営管理に関
しては大学事務局と連携を密にして実施している。ただ、施設設置後30年以上経過し、老
朽施設、備品等の整備、更新が必要となっている。
2.校舎並びに水族館を含めた研究施設に関しては担当教員6名を定め、問題、課題等に対処
している。
3.校地及び調査船（2隻）、取水を含めた飼育設備は専門の技術職員3名が管理し、問題、
課題等に対処している。

年度目標

1.研究所の心臓部である取水設備は簡易点検を行う。また翌年に予定する全体点検の予算
を要求する。
2.3カ所にあるブロアーのならびに、施設冷蔵庫、ボイラーの点検を実施する。
3.養殖設備備品等を計画的に更新する予算措置を要望する。
4.調査船2隻の上架点検を実施する。

年度報告

1.研究所の心臓部である取水設備の簡易点検を行った。
2.3カ所にあるブロアーのならびに、施設冷蔵庫、ボイラーの点検を実施した。
3.水族館の運営・管理に関し、所内に委員会を設置し定期的な検討を行った。
4.調査船2隻の上架点検を実施した。

達成度 　A
改善課題

根拠資料
①令和元年度内海生物資源研究所予算要求書
②2020年度内海生物資源研究所運営委員会議事録

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

1.2019年度、水族館を含めた研究施設は学科の研修及び実験実習（9回）により延べ43日間
使用している。
2.2019年度、宿泊施設は学内の研修等により182名が利用した。
3.研究所の4研究室に所属する4年生37名、大学院生2名の学士並びに修士取得の研究活動に
周年使用している。

年度目標 現状を維持

年度報告

1.2020年度、水族館を含めた研究施設は学科の研修及び実験実習（9回）により延べ43日間
使用した。
2.2020年度、宿泊施設は感染症対策のため利用はなかった。
3.研究所の4研究室に所属する4年生41名、大学院生1名の学士並びに修士取得の研究活動に
周年使用している。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学内海生物資源研究所報告第 31 号
次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ 施設・整備のバリアフリー化やアメニティースペースの確保など、学生の利便性を高
めるために、どのように取組んでいますか。

現状説明

1.2014年には本館宿泊棟のトイレが改修の上、一部洋式化された。
2.2017年度には水族館に障害者のスロープが設置された。
3.2017年度に新設した4号棟には障害者用のトイレとスロープが設置された。
4.2018年度には光回線が設置され、学生も無線通信を活用できるようになった。
5.2018年度には食堂のエアコンを更新した。
6.2018年度から宿泊する際の寝具の管理を業者に委託した。
7.130人の入学者に対応するため、2019年度にキャンパスの増改築を計画し、2020年度より
随時実施される。

年度目標
1. 2020年度から行われる因島キャンバスの増改築について、担当部署と連絡を密にしてよ
り良いものが効率的に設置、改修されるようにする。

年度報告
1. 因島キャンバスの増改築について共同実験室の拡張等一部が始まった。
2.新型コロナウイルス感染症対策として、各所への消毒液の配置、自動検温装置、非接触
体温計の設置を行なった。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①令和２年度予算要求書　内海生物資源研究所



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

1.2017年に本館の外装を再塗装するとともに雨漏り防止のためシーリングを行った。
2.学生の募集定員が100名になり、恒常的に1学年100名前後の学生が研修及び実習・実験を
行うため、2016年に研修室を備えた4号棟を新設した。
3.上記のように多くの学生を対象に授業等を実施できるように2015年以降、3室ある学生用
の研修室及び実験室に固定式のOHPおよび対応したスクリーンを設置した。
4.130人の入学者に対応するため、2020年度よりキャンパスの増改築が開始される。

年度目標 ２−５.③に同様

年度報告
1. 因島キャンバスの増改築について共同実験室の拡張等一部が始まった。
2.新型コロナウイルス完成省対策として、各所への消毒液の配置、自動検温装置、非接触
体温計の設置を行なった。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①令和２年度予算要求書　内海生物資源研究所
次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ❺ 施設・設備の管理において、防災・防火の観点から整備点検を行っていますか。

現状説明
1.福山大学安全衛生管理の手引きを教職員および学生に周知するとともに、5章〜7章を遵
守している。
2.防火設備の点検を毎年実施している。

年度目標 現状を維持

年度報告
1.現状で点検項目に十分対応している。
2.11月5日に大津波警報発令を想定して全員で避難訓練を実施した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①令和元年度予算要求書　内海生物資源研究所
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
1.福山大学安全衛生管理の手引きを教職員および学生に周知するとともに、1、10、11章を
遵守している。
2.防災デーを設定し、安全について教職員および学生を対象に講習を行っている。

年度目標
1.現状の維持
2.入学生が130名規模に増員するため、これに対応した安全管理等について施設の更新及び
新設を含め海洋生物科学科と連携し、計画する．

年度報告

1. 因島キャンバスの増改築計画について令和3年度予算ヒアリングで説明し、了承され
た。
2.薬品管理システムが3月8日に設置された。

達成度 　A
改善課題
根拠資料 ①令和２年度予算要求書　内海生物資源研究所
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

1.福山大学安全衛生管理の手引きを教職員および学生に周知するとともに、1、10、11章を
遵守している。
2.防災デーを設定し、安全について教職員および学生を対象に講習を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告

1. 2020年11月5日に教員：7名、職員：1名、学生22名が参加し東南海大地震に伴い震度6の
揺れが当地を襲い、大津波警報が発令されたことを想定し、避難訓練をおこなった。
2. 上記を実施後、参加研究室それぞれに総括し、事務室を通じて報告した。
3.調査船乗船時の注意事項を教員、学生に周知している。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①「自然災害対応マニュアル」　②「福山大学危機管理基本マニュアル」
②乗船時の注意事項



次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所

基準３. 教育課程
　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果
2020年度 内海生物資源研究所
中長期計画
2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①



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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所

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 内海生物資源研究所

中長期計画

"大学の教育理念に基づいた6つの教育理念は、2016年に改訂された福山大学教育シス
テムによって方向性と具体的な内容が定められている。その中で教育マネジメントとは、
「教育目標を達成するために教育課程を編成し、その実現のための 教育指導の実践・結
果・評価の有機的な展開に向け、内部組織を整備、運営すること」と定義されている。この
実践に当っては、学長のリーダーシップのもと全学的なガバナンスが敷かれ様々な組織
によって体制が構築されている。研究所では連携する学科が定めた三つのポリシーに基
づき1-1に示した使命・教育目的を達成すべく教職員が配置され、組織支援を受けてい
る。
今後は変化する社会情勢や学内外の要望へ迅速な対応が可能なように、学務及び法人
と連絡を密に取りつつ、体制を検討・整備していきたい。"

2020年度 内海生物資源研究所
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

1.研究所には所長（1名）、教員（6名）、技術職員（3名）、合計10名の教職員が配置され
ている。
2.所長は教学ガバナンスの最高機関である評議会のメンバーであり、大学の意思決定及び
教育マネージメントを発揮する中核として位置づけられている。
3.所長は学長により選考され、研究所の業務を掌理する立場にある。
4.以上のことから、点検項目4-1を満たす体制にあると判断される。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題



根拠資料
①令和３（２０２１）年度　福山大学諸委員会構成員名簿、②福山大学内海生物資源研究
所規程

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 研究所では福山大学内海生物資源研究所規程に添って教員間で権限・役割を分担してい
る。年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学内海生物資源研究所規程
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
研究所の事務等は生命工学部事務室が対応している。また、施設、船舶の維持管理、ブラ
ンディング研究に関連した養殖技術開発は、それぞれ担当の職員が配属されており、教学
マネージメントの機能向上を図っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学内海生物資源研究所規程、②福山大学内海生物資源研究所報告第３０号
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❷ 大学設置基準、教職課程等の資格養成機関に求められる教員数を確保しています
か。

現状説明
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
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
年度目標
年度報告

達成度

改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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 1。研究所の職員は学科との併任であり、SD等に積極的に参加している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①FD 活動報告書
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

1.究所は離島にあるため、インターネットをはじめとしたネット環境が本学より脆弱であ
り、ICT機器を活用するには困難を伴う状況が続いてきた。
2.上記を解決するため、2015年よりポケットWi-Fiの契約設置を進めるとともに、2017年度
末に光回線による通信が可能となった。

年度目標
入学生が130名規模に増員するため、これに対応した施設の更新及び新設を法人、事務部
門、海洋生物科学科と連携し、実施する。

年度報告
1. 因島キャンバスの増改築計画について令和3年度予算ヒアリングで説明し、了承され
た。

達成度 　A
改善課題
根拠資料 ①令和3年度予算要求書　内海生物資源研究所
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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

1.学科でも問題となっているが、学生数が多いため、教員が研究に専念する時間が十分に
確保されているとは言いがたい。
2.研究所の施設は担当者を定め常に保全管理に努めている。ただ、施設設置後30年以上経
過し、老朽施設、備品等の整備、更新が必要となっている。

年度目標

1.今年度は、研究所の中核設備である海水取水設備の簡易点検を実施する。また翌年に予
定する全体点検の予算を要求する。
2.入学生が130名規模に増員するため、これに対応した施設の更新及び新設を法人、事務部
門、海洋生物科学科と連携し、実施する。
3.2-5.学習環境の整備でも記したが、飼育設備の備品等に老朽化が認められるので必要な
ものの更新を計画する。

年度報告
1. 海水取水設備の簡易点検を実施した。
2.因島キャンバスの増改築計画について令和3年度予算ヒアリングで説明し、了承された。

達成度 　A
改善課題
根拠資料 ①令和3年度予算要求書　内海生物資源研究所
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

1.大学における研究倫理は2016年に改訂された研究関連ガイドブックにおいて基本的な
ルールが定めている。また、関連した内容は教職員及び大学院生等研究に関わるもの全て
が参加するFDによって周知徹底している。
2.研究費は内外問わず、工学部・生命工学部事務室においてその使用が管理及び検査して
いる。
3.研究活動の不正行為は関連規則が整備され，その防止及び責任の体制が確立している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学学術研究倫理審査委員会規程
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

1.研究所に置ける各研究室の教材費、学科共通の教具、工具は学科会議で検討した上、配
分、要求している。
2.教員の個人研究費は資料として提出した自己点検・評価結果や実績等を元に算定、配分
している。
3.上記の研究に関わる予算の運用は②で示したように事務室において管理・検査してい
る。
4.研究所の施設使用に関しては、施設使用届を所長に提出した上で所内会議を開催し、教
職員合意の上運用している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①令和2年度予算要求書　内海生物資源研究所
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 1.②で示したように研究関連ガイドブックで作成・周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学「研究関連ガイドブック」
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所

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 内海生物資源研究所

中長期計画

福山大学内海生物資源研究所規定第9条に、「内海研は、内海研にかかる点検・評価を
行い、その結果を公表するものとする。」と定めてある。2014年には大学の自己点検評価
体制が改められ、研究所も大学組織として自己点検・評価実施し、本書により結果を提
出・公表している。また、各教員に関しては、実施している教育内容に関して、学生による
授業評価アンケートを持って評価するとともに、改善点があれば授業でその内容を学生
にフィードバックしている。これらを実施することによって研究所の使命・目的を再確認す
るとともに教育、研究、運営の改善に努めていきたい。

2020年度 内海生物資源研究所
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
1.本計画書は、所内会議にて内容を図った上で、研究所自己点検評価委員会にて検証し、
研究所運営委員会で報告している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題

根拠資料
①2020年度内海生物資源研究所運営委員会議事録
②本自己点検評価書
③内海生物資源研究所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 内海生物資源研究所
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
1.6-1①で示したように本報告書は所内会議において所属する教職員が検討したのち、確定
されたものを周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題

根拠資料
①2020年度内海生物資源研究所運営委員会議事録
②本自己点検評価書



次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② IR(Institutional Research)等を活用した十分な調査・データの収集と分析を行ってい
ますか。また、その結果を改善に活かしていますか。

現状説明

1.福山大学では、「学生の要望に対するアンケート」「大学院の教育・研究に関するアン
ケート」をはじめ、卒業生にも在学中の教育、施設等に関して調査・データの収集と分析
を行っている。またその結果はHP等で公表され、研究所を含めた大学の教育、研究、運営
の改善に資している。
2.各教員の教育に関しては、全ての授業について「学生による授業評価アンケート」を実
施し、改善に資するデータの収集と学生へのフィードバックを実施している。
3.研究所では2回/年行われる体験入学会の際に、アンケートを実施し、教育や施設に関し
ての情報収集及び改善についての検討を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学HP
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所
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

1.本書は定められた年度目標に対し、達成状況等を報告するとともにS、A〜Cの4段階で達
成度を自己評価する。また、報告書は全学自己点検評価委員会へ提出される，
2.上記の内容は、評議会等大学の議を経た後にHPに公表されている。
3.教育、研究面で問題があると判断された場合は、学科と連携しながら人事及び予算要求
としてその都度提案している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学HP
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

1.2-4❷で示したように2010に確立した「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」に基づき、研究所にはキャンパスハラスメント相談委員（1名）を配置している。
2.大学では研究コンプライアンス遵守の精神を徹底するため、4-4②で示したように2016年
に改訂された研究関連ガイドブックにおいて基本的なルールが定められるとともに、不正
行為は関連規則が整備され，その防止及び責任の体制が確立している。
3.研究所では教職員のコンプライアンス遵守の意識を高めるため、関連のFD等へ積極的に
参加させている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状の維持

達成度 A
改善課題

根拠資料
①研究関連ガイドブック
②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

次年度の課題
と改善の方策
2020年度 内海生物資源研究所

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 内海生物資源研究所



中長期計画

本研究所は、2016年より大学で新たに展開され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へ3名の教員が参加（内1名は課題リーダー）し、瀬戸内海の里山・里
海学を推進してきた。また、2017年度に採択された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系に眠る多面的機能の解明と産業支援・教育」においては里海研究
の中核機関として位置づけられ、2学部、5学科の研究連携の要となっている。特に、大型
シロギスの養殖技術開発＝しまなみテッポウギスプロジェクトは民間の養殖業者や飲食
店と共同研究を締結し、地域に根ざした産業振興を目的とし大きな注目を浴びている。
今後は1）テッポウギスプロジェクトの研究・技術開発を進めるとともに実証規模での展開
にも着手する、2）現在実施している海洋生物科学科や工学部との連携に加え、他学部、
他学科との更なるつながりを模索する、3）これらを含め、ブランディング事業の成果を積
極的に発信していくことを計画している。

2020年度 内海生物資源研究所
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

1.因島キャンパスのHPを全面改定するとともに、掲示内容に置いて取り組みを紹介してい
る。
2.しまなみと木浦～ 島嶼研究の2国間国際シンポジウム ～（4／20）、地場さんフェア
「養殖による里海資源の高付加価値化」（11/16）などを通じて周知した。

年度目標
「福山大学ブランディング戦略」の周知に努めるため、取り組んでいる内容を冊子にまと
め配布する。

年度報告

1.シロギス養殖を含めた研究室の取り組みを「しまなみテッポウギスプロジェクト　その
あゆみとこれから」として取りまとめ配布した。
2.ブランディング戦略に関する研究成果が中国新聞（2）、読売新聞（1）、山陽新聞
（2）、びんご経済レポート（2）、瀬戸内タイムズ（1）などに計9件掲載された。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①しまなみテッポウギスプロジェクト　そのあゆみとこれから（入試広報室が一部保管）
②福山大学内海生物資源研究所報告31号

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

1.中期計画でも述べたが、今まで養殖魚として注目されなかったシロギスに焦点を当て、
商品価値の高い大型魚の安定生産技術開発を地域の民間企業と委託研究契約を締結した上
で実施している。
2.この技術開発の成果の発信により、養殖技術の環境制御システムの開発で新たな委託研
究契約を結んでいる。
3.ブランディング事業の産業支援・教育の課題では、得られた成果を他大学にはない附属
水族館の展示や教育活動を通じて発信していくこととなっている。

年度目標

1.テッポウギスプロジェクトの研究・技術開発を進めるとともに地元企業と実証規模での
展開に着手する。また必要な備品の更新を計画する。
3.新たな養殖対象種を選定し、技術開発に着手するとともに必要な予算を要望する。
2.水族館の展示水槽においてブランディング事業の内容に関連した事項を発信していく。

年度報告

1.テッポウギスプロジェクトの研究・技術開発を進めるとともに地元企業と実証規模での
展開に着手する。また必要な備品の更新を計画した。
2.新たな養殖対象種を選定し、技術開発に着手するとともに必要な予算を要望した。
3.水族館の展示水槽においてブランディング事業の内容に関連した事項を発信した。
4.取り組みで開発してきた美味しさタグを商標登録した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①受託研究　沖縄県伊平屋島養殖施設におけるシロギス養殖の検証・J2019-001報告書
②令和3年度予算要求書　内海生物資源研究所
③商標登録「おいしさタグ」登録第6293518号

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

1.❷でも述べたが、テッポウギスプロジェクトでは現在民間企業2社と2つの受託研究契約
を結んでいる。
2.上記の取り組みは、卒業研究とも連携しながら、学生に積極的な関わりを持たせてい
る。
3.2017度から上記の中核的な役割を担っていた大学院生が研究所の技術職員として配置さ

年度目標
1.技術職員が中心となって企画立案した上で、福山市内の飲食店にシロギスを試験集荷・
販売し、商品としての評価を行う。
2.沖縄での量産に関わる民間業者との連携研究を推進する。

年度報告

1.技術職員が中心となって企画立案した上で、福山市内の飲食店にシロギスを試験集荷・
販売し、商品としての評価を行う予定であったが、コロナ感染症の拡大で延期された。
2.沖縄での量産に関わる民間業者との連携研究を推進するため、受託研究および受託研究
員2名の委託の契約をそれぞれ結んで実施した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①受託研究契約：沖縄県伊平屋島養殖施設におけるシロギス養殖の検証・J2019-001
②受託研究員委託願書

次年度の課題
と改善の方策

点検項目
❹ 福山大学ブランディング戦略では、福山大学が備後地域の知の拠点として地域と共
に育ち、地域創生に貢献することを目標としています。この目標の実現に向けて、どのよ
うな取組をし、その成果をどのように検証していますか。

現状説明

1.テッポウギスプロジェクトで得られた研究の成果は学会等で積極的に発表し、また迅速
に技術開発へフィードバックしている。
2.上記に関連した取り組みとして、シロギスの繁殖生理、生態の解明に関連する研究を福
山大学が中核となり京都大学及び長崎大学と共同で実施している。
3.各年度の研究成果発表会、研究成果報告書、外部評価などで検証している。

年度目標
学会等で成果を1件以上公表する。

年度報告

1.各種学会がコロナ感染症の影響で中止となったため、令和2年度の発表は1件のみであっ
た。
2.おいしさタグを用いて北木島の牡蠣のブランド化を中核に地域振興プロジェクトに関
わった。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①日本水産学会春季大会公演番号534　大型シロギスの効率的な養殖にむけて（１０）-耳
石標識から調べた種苗生産における共食いの影響
②びんご経済レポート（2020年8月20日）

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

1.❸で述べたように積極的に地域とつながり、地域に根ざした技術開発を進めるとともに
学生がそれに関わっている。
2.❸の2。で述べた内容と同様。
3.検証に関しては本書において実施する。

年度目標 ❸の年度目標と同様。

年度報告

1.技術職員が中心となって企画立案した上で、福山市内の飲食店にシロギスを試験集荷・
販売し、商品としての評価を行う予定であったが、コロナ感染症の拡大で延期された。
2.沖縄での量産に関わる民間業者との連携研究を推進するため、受託研究および受託研究
員2名の委託の契約をそれぞれ結んで実施した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①受託研究契約：沖縄県伊平屋島養殖施設におけるシロギス養殖の検証・J2019-001
②受託研究員委託願書

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

1.ブランディング事業において、研究所が主体的に取り組む1）シロギスをモデルとした養
殖技術の開発と高度化、2）附属水族館を利活用した事業成果の展示と教育による発信の2
課題は、いずれも研究室の卒業研究課題となっている。
2.1）に関しては❷で述べたように既に地域の業態と連携して実証化を進めており、2）に
ついても水族館来館者及び地域の学校と連携した教育活動として取り組みが進められてい
る。
3.検証に関しては本書において実施する。"

年度目標 現状を維持

年度報告
1．関連した課題を卒業研究で取り組み、33名の学生が取りまとめた。
2．実証化および検証は❷〜❺で述べたとおり。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①令和2（2020）年度福山大学生命工学部海洋生物科学科卒業研究発表会要旨集

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

1.研究所では「学問にのみ偏重しない全人教育」を社会等と繋がった活動やアウトリーチ
として実践している。
2.上記の例として、地元業者と定期的な会合を持ち情報交換を行うこと、水族館を用いた
支援学級の連携授業の実施、出前授業や出張水族館、テッポウギスプロジェクトでの業者
との活動等があるが、これらへ様々な場面・局面で学生達が関わり、あるときは主体と
なって取り組んでいる。
3.検証に関しては本書において実施する。

年度目標 現状を維持

年度報告
1．関連した課題を卒業研究で取り組み、33名の学生が取りまとめた。
2．実証化および検証は❷〜❺で述べたとおり。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①令和2（2020）年度福山大学生命工学部海洋生物科学科卒業研究発表会要旨集

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

1.7-1.記載してきたように本研修所はブランディング戦力の中核施設となり研究・教育を
進めている。これらの活動の中で得られた成果は、速やかに公表するとともに、新たな展
開へむけてフィードバックしている。
2.本書を中心とした評価の中でつぎへの展開を計画実施している。

年度目標 1.地域との連携を元に新たな教育・研究資源の開発に着手する。

年度報告

1.おいしさタグを中核に岡山県笠岡諸島の地域振興策として牡蠣のブランド化に取り組ん
だ。
2.2022年の外部資金獲得に向け、2021年度研究プロジェクト研究課題 優先課題１－②「瀬
戸内の里山・里海資源の高付加価値化」の計画変更要望書を提出した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①レシピ集：喜多嬉かきレシピ北木島活性化プロジェクト
②2021年度研究プロジェクト研究課題計画変更書
③特定非営利活動法人プラストの協働事業契約書

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 内海生物資源研究所
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
1.プロジェクト研究の実践フィールドとして位置づけられている。
2.プロジェクトに設定された2つの研究テーマに3名の教員が参加し、そのうちの1名は課題
リーダーを担っている。

年度目標 現状を維持

年度報告
1．7-1. 福山大学ブランディング戦略の推進で述べてきたように、因島キャンパスは「瀬
戸内の里山・里海学」推進の中核施設として活動している。
2.関連した課題を卒業研究で取り組み、33名の学生が取りまとめた。



達成度 S
改善課題
根拠資料 ①令和2（2020）年度福山大学生命工学部海洋生物科学科卒業研究発表会要旨集
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 1.科研費をはじめとした内外の研究費獲得にチャレンジしている。

年度目標 1件以上/年の研究費獲得へ努力する。

年度報告

1.アペックスインターナショナルとの受託研究契約を締結した。
2.クラハシとの受託研究契約を締結した。
3.北木島活性化推進協議会との受託研究を締結した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①福山大学受託研究契約：大型シロギス養殖に関わる実証性の検討・J2019-002
②沖縄県伊平屋島養殖施設におけるシロギス養殖の検証・J2019-001
③北木島地域資源のブランド化、販路開拓支援等を図る取組に関わる研究・J2020-002

次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ❸ 福山大学ブランディング研究の成果をどのように社会に発表していますか。

現状説明

1.しまなみテッポウギスプロジェクトや各種アウトリーチの成果をTV、新聞をはじめとし
たマスコミ等へ積極的に発信している。2019年度の実績は、新聞等掲載20社、TV5件であ
る。
2.得られた研究成果は積極的に学会等へ報告している。今年度の実績は、学術論文掲載1
報、学会発表4である。

年度目標 昨年同様積極的に公表、発表する。

年度報告

1.しまなみテッポウギスプロジェクトや各種アウトリーチの成果をTV、新聞をはじめとし
たマスコミ等へ積極的に発信している。2020年度の実績は、新聞等掲載9件である。
2.得られた研究成果は積極的に学会等へ報告している。今年度の実績はコロナ感染症拡大
のため学会発表1にとどまった。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①福山大学内海生物資源研究所報告31号
次年度の課題
と改善の方策


