
福山大学　人間文化学部 メディア・映像学科　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 人間文化学部 メディア・映像学科

中長期計画

メディア・映像学科は、時代の要請に即したメディアと映像を生かして新しい文化的価値
を創造する、幅広いメディアと映像の教育・研究を行い、広報、出版、放送、通信、マルチ
メディアなどの諸メディアの領域で役立つ知識と技能を有する人材を養成することを目的
とし、次のような人材を育てる。
・与えられた場面設定に応じ、論理的思考能力や言語能力を活用することができる
・ICTの特性や社会との関連を理解し、情報の収集・分析、コンテンツの制作等に活かす
ことができる
・表現の手法について理解し、デザインやコミュニケーションの企画・構成ができる
・積極的な社会参加が出来る意欲をもち、集団社会に必要なマナー等を身につけてい
る。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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
中長期計画に記しているように明確に設定している。積極的な社会参加や集団社会にも触
れて建学理念に沿っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー
（https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/media-visual-policy/） 

点検項目 ② 個性・特色を明示していますか。

現状説明
大学要覧、ウェブページ、広報用チラシ、学長室ブログなど、複数の媒体で学科の特徴に
ついて明示している。

年度目標 現状を維持しつつ、利用している媒体以外での明示の仕方について検討をする。

年度報告 進路説明会などに出席し、積極的にその方法を検討している。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科ウェブページ（https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/）
②学科ブログ(http://www.fukuyama-media.jp/)

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 地域との連携した活動を行うなどして、社会の情勢を踏まえながら学科を運営している。

年度目標 現状を維持

年度報告
各教員が専門性を活かして地域と連携した活動を行うなど、年度目標に従って継続されて
いる。

達成度 A
改善課題

根拠資料

①学科ブログ(http://fukuyama-
media.jp/newblog/2020/11/09/%e3%80%8c%e6%97%a5%e9%9f%93%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%9
7%e5%9b%b2%e7%a2%81%e5%af%be%e5%b1%80%e3%83%bb%e9%9e%86%e3%80%8d%e3%81%ae%e3%83%8
d%e3%83%83%e3%83%88%e9%85%8d%e4%bf%a1%e3%81%ab%e5%8d%94%e5%8a%9b/)

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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 学科会議等を通して、共通理解を持っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 学科会議等を通して、現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録



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 ウェブページを通して公表・周知を図っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を継続した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科ウェブページ（https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/）
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 社会の情勢を踏まえながら、必要に応じて反映できるよう検討している。

年度目標 現状を維持

年度報告 必要に応じて学科会議で議論をするなど、年度目標に従って継続されている。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①R3年度予算要求書
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 三つのポリシーに反映させている。

年度目標 現状を維持

年度報告 三つのポリシーに反映させている

達成度 A
改善課題

根拠資料
①アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシー
（https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-visual/media-visual-policy/） 

次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ⑤ 教育研究組織の構成との整合性は取れていますか。
現状説明 整合性は取れているが、より充実した教育研究組織構築のためには教員が不足している。

年度目標
各教員の負担を減らすよう、学内リソース（OneDrive、メーリングリストなど）を利用
し、効率的な組織運営を図るとともに、今の時代に鑑み、必要な分野の教員採用に向けて
働きかける。

年度報告 効率的な運営のための努力は継続されてきた。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①新規教員の採用
②学科メーリングリスト（media_and_visual@fukuyama-u.ac.jp）

次年度の課題
と改善の方策
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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 人間文化学部 メディア・映像学科

中長期計画

学生の受け入れ状況の改善のため、大学改革の柱となる「教育改革の推進」「就業力・就
活力の増強」「広報活動の見直しと強化」「施設設備の更新と充実」「学生活動の活性化」
を推進して、入学定員充足へ向け努力する。例えば、「就業力・就活力の増強」について
はインターンシップへの積極的参加を促し就活への動機づけを行う、「広報活動の見直し
と強化」については学科HPや学長室ブログ・学科ブログを通じての教員・学生の活動報
告や学科で開催する各種イベントの告知を継続して実施することなどを計画している。
「学生活動の活性化」としては、学生作品を各種コンテストに応募させたり、学生の自主
制作活動の強化などを実施している。学科のアドミションポリシーを生かした、他学科と差
別化できる入試（総合型選抜(一般）、指定校推薦型選抜等）の実施形態について精査
し、改善する。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
学部教授会で規定されている。        
カリキュラム編成及び卒業・進級判定時に点検を行い、必要に応じて見直しを行ってい
る。大学の方針に従い、各種ポリシーの点検と見直しを実施している。

年度目標
ポリシーの点検、見直しについては大学の方針に従う。学内外への周知はホームページ等
で引き続き行う。

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①2020年度学生便覧
②学科ホームページ

次年度の課題
と改善の方策

現状の維持

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

ポリシー不適合、不本意入学等の学生については担任を中心に把握し、学科会議で共有し
ている。また、学科専門分野の魅力の体験により、学修意欲が高まるよう指導している。
オープンキャンパスなどでは、学科の学びを具体的に体験できる内容を、学科会議で議論
しつつ準備している。	

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 S
改善課題

根拠資料
①2020年度学生便覧
②学科ホームページ
③入試のしおり、留学生入試募集要項、AO・指定校入試募集要項

次年度の課題
と改善の方策

現状の維持

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 入学生の受け入れ状況については学科会議で逐次検証、分析している。

年度目標 引き続き学科会議での検証、分析を継続する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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

入学定員に対し学生受け入れば不足していることは学科として把握しており、受け入れ数
を増加させるための方策は学科会議で議論している。対策としては、実技系入試説明会へ
の参加、学科長らによる周辺を中心とした高校への直接的な広報活動などを行い、学生受
け入れ数は増加している。また、学科での議論をもとに、新規入試（実技を重視した指定
校入試・一般入試での選択科目デッサンの追加）を実施している。これに加えて15回目を
迎える学科主催の「高校生CMコンテスト」について、作品募集や受賞校への訪問などを通
して、学科の存在をアピールしている。

年度目標
引き続き学生受け入れ数を充足させるための対策を行う。
実技系入試の実施について周知させるため、広報活動を強化する。

年度報告

入学定員の充足のため、実技系入試説明会への参加、学科長らによる周辺を中心とした高
校への直接的な広報活動などを行った。今年度開始の選択科目（デッサン）による受験
者、合格者があった。入学者数は増加傾向であるが、入学定員に達していない。以上のこ
とを踏まえ、来年度の改善点と対策を学科会議で議論した。

達成度 B
改善課題

まだ定員を充足する学生を受け入れられていないため、より効果的な対策を継続する必要
がある。

根拠資料
①実技系入試パンフレット
②学科会議議事録
③学科ブログ

次年度の課題
と改善の方策

実技系入試の実施については１名ではあるが受験者があり、広報の方向性も定まった。こ
れを継続するだけでなく、これまでの受験者層へのアプローチを深めるためにも、理論と
実践の両面からバランスのとれた広報活動を、学科会議で情報共有しつつ展開する。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
中点検項目 ２-２. 学修支援



点検項目
① 学修体制の整備のため、どのような教員と職員等の間でどのような協働をしています
か。また、それを学内外に公表し周知していますか。

現状説明

学修支援部門メンバーの教員を中心に、全学的な学修支援活動に参加している。これは大
学ホームページで公開している。学科学生には、履修状況や成績をもとに、支援が必要と
思われる学生には学修支援を受けるように、担任を中心にアドバイスを行っている。職員
の関与は不足しているのではないか。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
2020年度、SAを導入予定である。制作系のスキルのサポート、グループワークのサポー
ト、機材操作のアシストなどを中心に授業に関与してもらうべく人選等を進めている。

年度目標 SAについては学科会議にて動向を把握しつつ、より効果的な関わりを検討しながら実行す
る。年度報告 メディア実践など実技を伴う科目でSAを導入した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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

キャリアデザインI～IIIの他、２年次基礎ゼミ、３年次専門演習、４年次専門ゼミでは、
ゼミ担当教員と学生の間で情報社会とメディアについて議論することも多く、結果として
専門性を活かした進路等を考える機会となっている。また、4年時ゼミでは月一回、担任以
外の複数の教員が面談を行うことや、就職年度生以外も参加可能な、業界研究・企業説明
会を実施するなどキャリア教育の充実に努めている。また、近隣のテレビ局などへの見学
を主体とした「職場研修」も、就職先の選択に大きく役立っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 4年生の就職希望者において高い内定率を達成した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①2020年度進路先一覧
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
卒業生の進路に関しては担任を中心に収集してきた。卒業後の進路変更等に関してはプラ
イバシーなどの観点から難しい面もあるが、可能なかぎり情報把握できるように努力して
いる。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題 情報の収集。プライバシーの問題もあり、情報収集の難しさがある。

根拠資料
①学科会議議事録
②過去3年間の進路先一覧

次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
インターンシップについては、積極的に参加するよう学科教員からもアナウンスしてい
る。また、幾つかの資格については、2年次の「基礎ゼミ」授業にて、サポートを行ってい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続



点検項目 ❹ 就職指導を適切に行い、就職の質及び内定率の向上に取組んでいますか。

現状説明
就職委員を中心に、全学的な就職関連行事には積極的に参加するようアナウンスしてい
る。また、各ゼミ担任も継続的なサポートを行っている。問題を抱えた学生については学
科会議やMLで把握し、指導に反映している。

年度目標 現状を維持

年度報告 4年生の就職希望者において高い内定率を達成した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①2020年度進路先一覧
②学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
学科独自の経済的支援は行っていない。学生が奨学金等に応募する際は積極的にサポート
している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題 学科教員による個別の経済的支援は難しい。

根拠資料 ①学生便覧
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

点検項目 ❷ 種々のハラスメントの発生防止に取組んでいますか。

現状説明
学科の、キャンパスハラスメント相談員を中心に相談を受け入れている。また、学生の動
向については学科会議などで共有しつつ、複数の教員で学生と関わることでハラスメント
が起きにくい状況を作っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
学科生を中心としたサークルについて、数名の教員が顧問として関わっている。国際交流
については、交換留学等を積極的に推進している。また、学科主催の「映画上映会」を、
学生主体で行っており、社会貢献に役立っている。

年度目標 現状を維持

年度報告
現状を維持した。
新型コロナの影響で「映画上映会」は中止となった。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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

学科の校地、校舎等の整備は、全学の関連部門によって検討されることとなっている。メ
ディア・映像学科の学修環境のうち、主なものはICT設備や、学生の研究や作品の発表（映
像や紙媒体やVR機器などによる）のための機器及びソフトウェアであり、映像等のメディ
ア表現にかかわる学修及び発表の環境については、学科会議で検討を行い、運営・管理を
実施している。

年度目標
技術の進歩に対応した適切な学修環境を維持するため、学科会議において学修環境の整備
方針を検討する。また、運営・管理においては、現状の方針を維持する。

年度報告 学科会議を中心に学修環境の整備について検討を行った。

達成度 A
改善課題



根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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

メディア・映像学科では、映像などICTを活用した学修環境は必要不可欠の設備であり、十
分に活用している。19号館5階のICT教室については、前年度、持ち込みパソコンに対応し
た学修環境へと改修を行った。また、少人数での授業実施の必要性も継続しており、可搬
式プロジェクターの整備するとともに設備が劣化している19302室のプロジェクターを、発
表に耐えられる十分な明るさの物に更新する。図書館については、教養ゼミや専門教育、
卒業研究などで活用している。

年度目標
持ち込みパソコンに対応したメディア教室に改修した19号館5階のICT教室を活用し、効果
的な教育実践を行う。

年度報告

年度目標に記したとおり、対面授業で活用するのみならずコロナ禍の元での遠隔授業配信
においても19号館5階のICT教室を活用した。加えて遠隔授業対応も考慮した小型のビデオ
スイッチャーも予算申請に加えている。また予算申請においては、可搬式のプロジェク
ターに組み合わせられるメディアプレーヤーを申請することで、フレキシブルな展示等で
活用できる環境の整備を進めた。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
全学で行う調査への協力とともに、担任から学生の要望などを収集し、学科会議において
審議して学生の利便性の向上に取り組んでいる。

年度目標
学生の利便性を向上させるため、問題が発生した場合は学科会議で審議して、全学の関連
部門に連絡して改善を要請する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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

施設・設備は、学科会議での審議のもと適切に管理している。メディア・映像学科が主に
使用する施設・設備は、19号館に配置され、学生数等を考慮した適切なものである。19号
館5階のICT教室については、前年度、持ち込みパソコンに対応した学修環境及び研究、作
品の「発表」のための改修を行った。2021年度入試の一般選抜入試から選択科目に加わる
「デッサン」及びこれまでも募集を行なっている「指定校推薦型選抜（メディア表現
枠）」で入学してくる学生にとって、快適な学習環境が整備されている。

年度目標
持ち込みパソコンに対応したメディア教室に改修した19号館5階のICT教室を活用し、効果
的な教育実践を行う。

年度報告

年度目標に記載した取り組みを行うとともに、コロナ禍の元でも施設を有効活用して授業
を実施した。また、効果的な配信を行うためのビデオスイッチャー、研究、発表のための
プロジェクターやプレーヤー、学生数に対応した撮影機材の増強なども学科会議での議論
のもと行っている。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
全学の規約にもとづき整備点検を行っている。問題点が発生した場合は、学科会議におい
て審議して対処している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
現在、メディア・映像学科は、劇物・危険物を取り扱っていない。問題点が発生した場合
は、学科会議において審議して対処している。

年度目標 現状を維持

年度報告

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

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
全学の規約にもとづき安全管理教育をを行っている。問題点が発生した場合は、学科会議
において審議して対処する。防災訓練については、全学で実施した訓練に参加している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

現状の継続

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
学修支援に関する学生の意見・要望については、担任や専門授業の専任担当者が把握する
体制をとっている。その分析や検討結果については、学科会議で審議して対処している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①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
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
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・要望に
ついては、担任や専門授業の専任担当者が把握する体制をとっている。その分析や検討結
果については、学科会議で審議して対処している。

年度目標 現状を維持

年度報告
現状を維持した。また、学科教員が「令和2年度障害学生支援実務者研修会基礎プログラ
ム」に参加し、多様な学生に対応できる体制構築に努めた。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①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
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
学修環境に関する学生の意見・要望については、担任や専門授業の専任担当者が把握する
体制をとっている。その分析や検討結果については、学科会議で審議して対処している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①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 人間文化学部 メディア・映像学科

基準３. 教育課程
　領域： 卒業認定、教育課程、学修成果
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科



中長期計画

卒業認定については、学科で策定したディプロマ・ポリシーのもとにカリキュラムや評価用
ルーブリックを作成、卒業研究の評価を行う。
教育課程については、カリキュラム・ポリシーのもとに基幹科目、関連応用科目、表現制
作科目、総合演習科目で構成し、専門的な知識、技能と態度が、学年進行とともに身に
つく教育課程とする。また、自らの問題意識をもって主体的に追求し、身につけた知識、
技能を実践的に活用するなかで各種能力を育成し、それらを社会での創造的な活動に結
びつけられるように、表現制作科目と総合演習科目を編成し、実施する。
学修成果に関しては、大学教育センターの授業評価アンケートの結果を参考としている。
その他、第三者の実施する試験・検定やコンテスト等も適切なものを成果の指標とするこ
とを検討する。成果発表を伴うものは、発表の場へ参加する人からのアンケートやコメン
トも参考データとする。これらによって学修成果の点検・評価事項を、学科の教育内容・学
修指導の改善につなげるための機会を学科内で設けていく。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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 メディア・映像学科ウェブページ及び学生便覧に掲載して周知している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①メディア・映像学科ホームページ(https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-
visual/media-visual-policy/)
②学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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

学科会議において、次年度カリキュラム編成、学生便覧記載事項の議論の過程で検証して
いる。その後、教務委員会、大学教育センター、学部教授会で審議後、各会議の資料や議
事録として管理している。大学ホームページ”情報公開”にて公開するとともに、学生便
覧・学科ホームページで周知している。また、学生については年度始めのオリエンテー
ションで卒業認定基準（ルーブリック）を主に上級生を中心に配布し、周知をはかってい
る。

年度目標
必要に応じて、卒業認定基準（ルーブリック）の改定を行う。その他については、現状を
維持する。

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②メディア・映像学科ホームページ
③学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

現状を維持

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
単位認定基準はシラバスに、進級基準及び卒業認定基準は学生便覧に記載しており、新学
期オリエンテーション時に学生に周知している。また学科会議で厳正な適用を検証してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①シラバス
②学生便覧

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
2016年度に全学的なスケジュールのもとに改定したポリシーを学生便覧及び大学ホーム
ページに示している。大学の教育理念を反映していることを、改定作業の中で確認してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①メディア・映像学科ホームページ(https://www.fukuyama-u.ac.jp/human/media-
visual/media-visual-policy/)

次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ② カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーとの間に一貫性がありますか。

現状説明
2016年度にカリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーを作成する際に、GIOの検討作
業を進め、そのワーキンググループを中心に問題がないことを確認している。

年度目標
現状を維持するとともに、学科FDの時間を設け、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るための機会とする。

年度報告
年度目標にある学科FDについては行なっていないが、カリキュラム・ポリシーとディプロ
マ・ポリシーは変更しておらず、一貫性がある状態を維持している。

達成度 B
改善課題 学科FDについて有効な開催方法等を学科会議で議論する。

根拠資料 ①

次年度の課題
と改善の方策

カリキュラム・ポリシーとディプロマ・ポリシーの一貫性は学科会議等で検討しつつ維持
する。年度目標にあった学科FDの目的は本項目の内容とややずれるため、中点検項目３−３
等での目標に組み入れる。

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 2016年度に作成したカリキュラムマップのもとに、カリキュラム内容を精査し共有してき

た。
年度目標

現状を維持。夏季休業時の学科会議で、引き続き教育課程の編成について検討する機会を
設ける。

年度報告
現状を維持している。また学科内でカリキュラムに関するワーキンググループによるカリ
キュラム検討を行い、学科会議で報告している。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ④ 教養教育は専門教育とともに十分に実施されていますか。

現状説明
カリキュラムマップに位置付けを示している。卒業要件として10単位、複数科目群の取得
を設定することで重要性を示している。さらに要件の中に、共通教育科目または専門教育
科目で取得すべき17単位の枠を設け、教養教育の比重を増すこともできる。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学生便覧
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

本学科では全学に先んじて個人PC必携化を進め、24時間学修できる体制づくりに取り組ん
できた。授業資料の提示や課題へのフィードバックをICTを駆使して行い、一部の授業では
教授方法について受講生たちと相談をしながら進めるなど、効果的に講義を進められるよ
う努力をしている。また、専任教員ではカバーし切れない広い分野の情報や取り組みを学
生達に知ってもらう事を目的に、東京などから「外部講師」を招聘している。

年度目標 学科会議やシラバスチェック時等に、個々の教授方法を共有する機会を設ける。

年度報告

現状を維持するとともに、2020年度の遠隔授業では学科教員が情報共有、意見交換しなが
ら対応した。シラバスチェックの際は授業目標の提示方法を含め相互指摘を行なった。外
部講師の招聘に際しては学科の教育内容との整合性などを学科会議で議論し承認してい
る。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①遠隔授業アンケート報告書
②2021シラバス点検新様式シート(人間文化学部メディア・映像学科)
③学科会議議事録

次年度の課題
と改善の方策

今年度の議論で必要なICT関連ソフトウェアなども明らかになっており、これらを予算申請
に組みこむなど、ICTをより活用できる環境の整備を合わせて進める。



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
カリキュラムの検討、シラバスチェックシートの作成時に、学科のディプロマ・ポリシー
と卒業判定との整合性について議論する時間を設けている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②2021シラバス点検新様式シート(人間文化学部メディア・映像学科)

次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
全学及び学科のアセスメントポリシーに基づいた科目を整備しており、評価方法はシラバ
スに記載している。それらの適切性はシラバスチェック時に学科内で検証している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①シラバス
②2021シラバス点検新様式シート(人間文化学部メディア・映像学科)

次年度の課題
と改善の方策

現状を維持したが、アセスメント・ポリシーの活用については充分に検討できていない。
レーダーチャートをもとに学修成果を点検・評価する方法を検討し、可能なものから運用
し、学科会議およびシラバスチェックの際に検証する。

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
学期ごとに行われる授業評価アンケートの結果をふまえて、各教員が報告書を作成し、受
講生たちへのフィードバックを口頭やICT環境を駆使して行っている。現状、これらの結果
がどのように次なる教育内容、指導改善に活かしているかについては、学科内で共有でき

年度目標

学科会議等で、教育内容や指導改善に向けてどのような試みを進めているかを共有する機
会を設けると共にアセスメント・ポリシーに基づいて評価している。加えて学科やシラバ
スチェック時等に、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
つなげることについて検討する機会を設ける。

年度報告

現状を維持した。教育内容・方法及び指導等の改善についての議論はしたが、配慮の必要
な学生を対象とした検討が主で、アセスメント・ポリシーに基づいた評価とはやや離れる
ものになった。授業評価アンケートについては結果と報告書を学科長が確認するととも
に、共有フォルダにおいて共有し、シラバス執筆およびチェックに反映している。

達成度 B
改善課題

根拠資料
①2021シラバス点検新様式シート(人間文化学部メディア・映像学科)
②授業評価アンケート報告書
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・ポリシーに基づく教育プログラム評価は充分に行えていないため、現状に
加えこれを活用する方法を検討し、学科会議およびシラバスチェックにおいて確認する。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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 人間文化学部 メディア・映像学科

中長期計画
全学のマネジメントシステムにしがって適切な学科運営を行う。学科の目的を実現可能な
資質を有する構成員による学科設置基準を満たす教育研究環境を維持する。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
中点検項目 ４-１．教学マネジメントの機能性

点検項目
① 大学の意思決定と教学マネジメントにおける学長の適切なリーダーシップが確立さ
れ、それが発揮されていますか。当該部署の長は当該部署の教学マネージメントにおい
て適切にリーダーシップを発揮していますか。

現状説明
学長、学部長のガバナンスのもと、学科長が学科会議を開催し、委員会・部会・学科長会
議等からの要請等に応じて学科として対応を決定している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。



達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

点検項目
② 当該部署では、教職員間で権限・役割を適切に分散し、かつそれぞれの責任を明確
化した教学マネジメントを実施していますか。

現状説明
委員会等の分掌については学科内の合意形成の後、学科長会議で決定している。学科内の
運営や業務とそれに必要な権限・役割を学科会議を通じて構成員に効率的に分配してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
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
教務課、学生課、就職課、学部事務室等とそれぞれの分掌に応じて連携を図り、機能性を
高めている。本学科には配置はされていないが、必要に応じて他部局の助手・技術職員と
も連携を図っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
採用または昇任時に教員選考委員会において資質等について審査し、配置している。年齢
構成と職階は概ね適切（年齢構成は30代1名、40代3名、50代1名、60以上2名。教授4名、准
教授2名、講師1名）である。男女比は6対1で偏りが大きい。

年度目標 教員採用に向けて一層の働きかけを行う。

年度報告 2019年度末で退職した教員の後任として新規採用がなされた。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録
②人事教授会議事録

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 学科の教員構成は大学設置基準を満たしている。教職課程（教科：情報）を満たしてい
る。年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①200403メディア・映像学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

点検項目
③ FD(Faculty Development；教育内容・方法等の改善)をはじめとする教員の資質向上
に向けた取組みを行っていますか。

現状説明
全学及び学部で開催されるFD研修への参加を構成員に推奨しており、毎回、ほぼ全員が出
席している。またシラバスチェックを通して、学科の教育内容・方法等の改善に努めてい

年度目標
全学、学部主催のFDに参加しつつ、シラバスチェックを含めた学科FDの時間を設け、教育
内容・方法及び学修指導等の改善につなげる。



年度報告
全学、学部主催のFDに参加し、シラバスチェックを通した授業内容等の改善への取り組み
を行った。学科独自のFD開催には至らなかったものの、学科教員が「令和2年度障害学生支
援実務者研修会基礎プログラム」に参加をし、情報共有するなど、資質向上に努めた。

達成度 A
改善課題 学科独自のFD開催

根拠資料 ①210106メディア・映像学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
全学及び学部で開催されるFD・SD研修への参加を構成員に推奨しており、毎回、ほぼ全員
が出席している。就職支援、学生相談、学生募集においては関連部局職員と連携してい
る。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を継続した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ❷ 大学運営の効率改善のために ICTの活用を推進していますか。

現状説明
教務関係ではゼルコバ、セレッソといったICT製品を活用している。学科会議等ではメール
やクラウドドライブで情報を共有している。

年度目標 事務処理関係書類のICT活用を試みる。

年度報告

クラウドドライブ（OneDrive）を活用中に環境によって同時編集に不具合がでるなどが
あったが、概ね問題はなかった。また学科会議はテレビ会議システムを利用し、効率的な
会議運営ができた。次年度開始すぐにzoom有料版の契約を行うことにしており、より効率
的な運用体制を構築を始めている。

達成度 S
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
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
学科教員の多くは研究に専念できる日または時間帯を設定し、教員毎に教員室とゼミ室を
割り当てている。大学予算で整備した機器・設備は共有物として管理し、利用情報等を学
科教員で共有している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①教務のてびき2020
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 大学で定められた規則や定められた研修参加などで対応している。

年度目標 学科教員は定められた規則に従い、要請される研修等に参加する。

年度報告 年度目標に従って継続されている。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①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
研究活動の人的資源であるゼミ学生は研究内容にもとづいて各ゼミに配属している。予
算、機器、設備等は外部資金や外部機関等のリソース利用を推奨し、各ゼミで独立したも
のとしている。



年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策
点検項目 ❹ 公的研究費の運営・管理（ガイドライン等）が整備され、周知されていますか。
現状説明 大学で定められた規則や定められた研修参加などで対応している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①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
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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 人間文化学部 メディア・映像学科

中長期計画

人間文化学部自己点検評価委員会を中心に、学科としても主体的に自己点検・評価およ
びそれに基づく改善改革等の活動を行えるような体制を構築する。特に自己点検・評価
を改善・改革に結びつけるPDCAサイクルの確立を目指す。
メディア・映像学科は収容定員充足率・入学定員充足率ともに大きく落ち込んでいること
から、研究教育活動や学生支援活動以外に学生募集に関してのPDCAサイクルを重視す
る必要があるため、学生募集につながる魅力的な教育・研究・社会貢献活動を推進して
いる。なお、2015年度以降、まだ入学定員充足には至っていないものの入学者数が増加
傾向にあることから、今後も学生募集のPDCAサイクル重視の方針は継続したい。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
中点検項目 ６-１. 内部質保証の組織体制
点検項目 ① 内部質保証のための組織を整備し、責任体制を確立していますか。

現状説明
全学のシステムに合わせて学部自己点検評価委員会が設置されている。
全学・学部の方針に従い、学科会議において自己点検・評価を行っている。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①自己点検評価書
②福山大学自己点検評価規程
③人間文化学部自己点検評価委員会細則

次年度の課題
と改善の方策
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
中点検項目 ６-２. 内部質保証のための自己点検・評価

点検項目
① 内部質保証のための自主的・自律的な自己点検・評価が実施され、その結果を当該
部署の教職員が共有していますか。

現状説明

大学全体の自己点検・評価のスケジュールに合わせて学科の自己点検・評価を行ってい
る。
自己点検計画書・報告書は学科教員で分担して執筆し学科会議で承認している。その過程
で学科教員で共有している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題

根拠資料
①学科会議議事録（210317学科会議議事録.pdf）
②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
2018年度に設置されたIR室がデータ収集を行っており、学科としてこれに協力している。
またこれによるデータに基づき改善を図る。

年度目標 現状を維持

年度報告
現状を維持した。授業評価アンケートなどのデータについては結果と報告書を学科長が確
認するとともに、共有フォルダにおいて共有し、シラバス執筆およびチェックに反映して

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学生による授業評価アンケート実施報告書
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科
中点検項目 ６-３. 内部質保証の機能性

点検項目
① 内部質保証のための学部、学科、研究科等と大学全体のPDCAサイクルの仕組み
（システム）をどのように確立し、その機能性を検証していますか。

現状説明
学部自己点検委員会を中心に自己点検を行っている。学科で作成した自己点検計画書・報
告書は全学自己点検評価委員会が確認しており、確認の際にその機能性も検証している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学科会議議事録（210317学科会議議事録.pdf）
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

FD・SD研修で「科研費コンプライアンス研修」が実施され、誓約書を全員が提出し理解度
テストを受けて検証した。また、研究倫理ｅラーニング教材を使用しての研究倫理教育を
行っている。
研究教育に関わる大学のルールはもとより、社会人としての常識とモラルを遵守するよ学
部教授会・学科会議で学部長・学科長から要請している。

年度目標 現状を維持

年度報告 現状を維持した。

達成度 A
改善課題
根拠資料 ①学部教授会議事録
次年度の課題
と改善の方策
2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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 人間文化学部 メディア・映像学科

中長期計画
これまでの「鞆の浦学の構築」を中心とするブランディング戦略は、備後圏域経済・文化セ
ンターの一活動となる。備後圏域の北部から南部の鞆の浦までの広い範囲が研究対象
となる。
また、これまで行なってきた３DCG制作は経済と関連づけた研究や活動となる。2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科

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

授業の中で学生たちに現地を取材させ、3DCGの制作を続けている。備後圏域経済・文化研
究センターとしては体制を整備している。2020年度には、鞆の浦のNPO法人「鞆会議」のメ
ンバーの事業にゼミの学生と共に参加した。2021年11月、備後圏域経済・文化研究セン
ターでの「備後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジウム」で学内外へ周知する
ための準備を行っている。

年度目標
研究センターは創設の初年度にあたり、学内外への情報発信のための周知の方法について
検討し、実施する。メディア・映像学科としては澤村船具店とその周辺の建築物の３DCG化
引き続き行う。

年度報告

「福山大学ブランディング戦略」については学科会議において、学科に関連する部分、学
科の関わりについての整理を行った。学生には３DCGの作業を通じて周知している。（本項
目の＜現状説明＞＜年度目標＞における記述はその具体的活動について記していたもので
ある。学外への周知については本項目以外の項目にて記している。）

達成度 A
改善課題



根拠資料

①学科会議議事録
②CG化の作品（学科共有フォルダ）https://fukuyamauniv-
my.sharepoint.com/personal/f24016_fukuyama-
u_ac_jp/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=69e78629%2Db4ea%2D4654%2Db163%2D20d5ce8e
841b&id=%2Fsites%2Fmedia%5Fstudent%2FShared%20Documents%2FCG%E6%98%A0%E5%83%8F%E5
%88%B6%E4%BD%9C2020&listurl=https%3A%2F%2Ffukuyamauniv%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites
%2Fmedia%5Fstudent%2FShared%20Documents

次年度の課題
と改善の方策

備後圏域経済・文化研究センターの事業として、学科全体で取り組む

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

2020年4月より設置される備後圏域経済・文化研究センターと連携して取り組むと同時に、
これまでの取り組みの延長として、鞆の浦の住民の組織と連携して、ゼミ学生とイベント
に参加している。これまで制作してきた3DCGデータをVRヘッドマウントディスプレイで出
力し、多くの住民に体験してもらった。また、2020年度より「鞆の浦歴史民俗資料館運営
委員」に任命され、博物館の展示にも協力している。

年度目標
備後圏域経済・文化研究センターと連携して、引き続き滞在型研究拠点の整備を進めてゆ
くよう努める。

年度報告
鞆の浦のNPO「鞆会議」の代表者の湘南病院院長の安原先生と連携が取れたことにより、地
域貢献としての活動がスタートした。「子手火作り」イベントにゼミ学生と参加し、子供
たちと交流した。

達成度 A
改善課題 残念ながらコロナ禍により、活動を大きく制限されてしまった。

根拠資料

①2020ブランディング研究関連データ(https://fukuyamauniv-
my.sharepoint.com/personal/f24016_fukuyama-
u_ac_jp/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=58ac1922%2D75bf%2D4f91%2D942b%2D183f4161
07df&id=%2Fsites%2Fmedia%5Fand%5Fvisual%2FShared%20Documents%2F%E5%AD%A6%E7%A7%91
%E9%95%B7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%2F2020%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E
3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6&listurl=https%3A%2F%2Ffukuyamauniv%2E
sharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fmedia%5Fand%5Fvisual%2FShared%20Documents)

次年度の課題
と改善の方策

備後圏域経済・文化研究センターの事業として、学科全体で取り組む

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
鞆の浦の住民たちとの交流が更に深まり、学生たちも交流への参加が実現した。また、
「鞆の浦歴史民俗資料館運営委員」に任命されたこともあり、研究を深める環境を整えて

年度目標
備後圏域の経済・文化の伝統について調査するとともに、地域の未来を担う学生と教員と
の協働を推し進めるシステム立ち上げのための準備をする。

年度報告
地域住民の組織するイベントにゼミ学生と共に参加し、これまでの取り組みの一部をVR
ゲームとして、地域の子供達に体験させる事ができた。

達成度 A
改善課題

コロナ禍の影響によって活動が制限されてしまったが、環境が改善されれば、さらに積極
的に進める

根拠資料

①2020ブランディング研究関連データ(https://fukuyamauniv-
my.sharepoint.com/personal/f24016_fukuyama-
u_ac_jp/_layouts/15/onedrive.aspx?viewid=58ac1922%2D75bf%2D4f91%2D942b%2D183f4161
07df&id=%2Fsites%2Fmedia%5Fand%5Fvisual%2FShared%20Documents%2F%E5%AD%A6%E7%A7%91
%E9%95%B7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%2F2020%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E
3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6&listurl=https%3A%2F%2Ffukuyamauniv%2E
sharepoint%2Ecom%2Fsites%2Fmedia%5Fand%5Fvisual%2FShared%20Documents)

次年度の課題
と改善の方策

2021年度開設の授業の中でこれまでの取り組みを教材として扱うことによって、学生に伝
える

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

2020年度、地域住民との交流がさらに進み、地域のNPOへの参加も実現しようとしている。
その一環で、鞆の浦の大きな行事である「お手火祭り」（今年はコロナの影響で中止）の
関連イベント、地域の子供達対象の「子手火作りイベント」にゼミの学生と共に参加し、
これまでの研究の成果をVRゲームとして披露している。

年度目標
備後圏域に特有の経済・文化の事象を取り上げて研究し、それを通して地域振興につなげ
るシステムを構築する準備を行う。

年度報告
これまで取り組んできた３DCGデータが充分ではないが蓄積されてきたことから、これらを
経済活動につなげるため地域住民の組織と企画し始めた。



達成度 B
改善課題 コロナ禍の影響によって、活動が制限されてしまった。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

コロナ禍の影響によって活動が制限されてしまったが、環境が改善されれば、さらに積極
的に進める

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
地域のNPO法人の代表と連携が実現した。今後はこの組織を通して、地域住民との交流をさ
らに進めている。

年度目標
地域の経済・文化の研究を、授業及び課外活動等で学生と共に推し進めることによって地
域経済・文化の持続可能な基盤を作る人材を育成することを目指し、その体制を作るこ
と、またその成果の検証には、卒業生をも含んだ体制を作る準備を行う。

年度報告
町のイベントづくりや祭りの運営のサポートを行うNPO法人と教員の連携が実現したが、そ
れを学生とともに推し進めることは、コロナ禍の影響もあり、進展しなかった。

達成度 B
改善課題
根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

コロナ禍の影響によって活動が制限されてしまったが、環境が改善されれば、さらに積極
的に進める。

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
備後圏域経済・文化研究センターの事業として、2021年度11月の開設記念シンポジウム開
催のための準備を行っている。

年度目標
学生と共に活動する事による、地域連携の授業、課外活動の取り組みの具体的方策を計画
するとともに、その検証システムの構築のための準備を行う。学科としては引き続き「鞆
の浦学の構築」を、備後圏域経済・文化研究センターと連携して進める。

年度報告
地域住民の組織と連携する事が出来た。今年度はコロナ禍の影響もあり、活動が制限され
てしまった。

達成度 B
改善課題 実行できなかった交流や企画を実施する。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

コロナ禍の影響によって活動が制限されてしまったが、環境が改善されれば、さらに積極
的に進める。

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
鞆の浦DeARTへの参加、および鞆の浦のCG化、尾道での学生作品の上映等の活動を企画して
いたが、コロナ禍の影響で実施が中止なったり規模が縮小されたりして、計画通りには進
んでいない。

年度目標
学科としてはこれまで通りアートイベントへの参加などを進める。これまでの各分野での
実践を体系化し、研究センターとしての取り組みとしてまとめる準備を行う。

年度報告 計画していたイベントが中止となり、思ったような成果があげられていない。

達成度 B
改善課題

どうしても人（地域住民）との関わりがなくては進まない取り組みなので、大変残念な結
果となった。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

コロナ禍の影響によって活動が制限されてしまったが、環境が改善されれば、さらに積極
的に進める。

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
備後圏域経済・文化研究センターと連携して鞆の浦の街並みの3DCG化を進め、この3DCG
データを生かした観光資源の開拓などに取り組んでいる。

年度目標
地域社会のニーズについて情報収集を行う体制を整備するための準備を行う。ブランディ
ング戦略のブラッシュアップ方策を学科会議で検討し、取り組む。

年度報告
ブランディング戦略のブラッシュアップ方策を学科会議で検討し、次年度に向けて研究内
容の概略が決まった。

達成度 B
改善課題

幅広く学科教員が協力してブランディング戦略を進めて行くことで、ブラッシュアップを
図る。

根拠資料 ①学科会議議事録
次年度の課題
と改善の方策

これまでは鞆の浦に特定して研究を進めてきたが、備後地域南部、具体的には尾道、鞆の
浦やその他の地域に広げ、学科教員が広く参加できるようにする。

2020年度 人間文化学部 メディア・映像学科



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
備後圏域経済・文化研究センターと連携して取り組んでいる。2021年度11月の「備後圏域
経済・文化研究センター創設記念シンポジウム」実施に向けて準備している。

年度目標
鞆の浦DeARTへの参加、および鞆の浦のCG化、尾道での学生作品の上映等の活動を研究セン
ターと連携して行う。

年度報告

現在までの取り組みについて共有が不足していたため、「備後地域の文化」という観点か
らプロジェクトに関わっていることを学科会議で確認している。2020年度はコロナ禍に
よって「鞆の浦DeART」は中止となり、また3月に予定されていた「第4回尾道映画祭」も大
幅に縮小されて開催されたため、学生作品の上映は不可能となってしまったが、鞆の浦の
CG化等は進んでいる。

達成度 C
改善課題

「備後地域の文化」に関する、メディア・映像学科で実際に行われている研究や活動が福
山大学ブランディング推進のための学科での取り組みであることを共有し、これを進め

根拠資料 ①

次年度の課題
と改善の方策

「備後地域の文化」に関する研究、活動を学科として情報共有しつつ継続する。2021年度
11月に開催予定の「備後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジウム」にて一部を
発表するため整理を進める。学科会議の議題として継続的に議論し、より有効な取り組み

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 外部資金獲得のため、マッチする支援事業を調査したが、未だ獲得は出来ていない。

年度目標 引き続き外部資金獲得に向けて可能性を検討する。

年度報告 未だ外部資金の獲得は出来ていない。

達成度 C
改善課題 2021年度の予算が確保出来ていない状態だが、外部資金の確保を目指す。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

2022年度の研究計画を学科内で検討し、予算確保を目指し、更なる研究を進める。

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
備後圏域経済・文化研究センターと連携して取り組んでいる。2021年11月実施予定の「備
後圏域経済・文化研究センター創設記念シンポジウム」において、一部の研究について発
表の機会を設ける。

年度目標 「卒業制作展」（作品と論文（抄録・ポスター））を学科事業とし、成果の発表も行う。

年度報告 コロナ禍の影響によって「卒業制作展（卒展）」の開催は中止となった。

達成度 C
改善課題

「卒業制作展（卒展）」開催への情熱を絶やすことなく、次の世代の学生に伝えるよう努
める。

根拠資料 ①
次年度の課題
と改善の方策

環境の改善が見込めない状況の事も見越し、今後はwebでの開催などの方策を検討する。


