
番号 資料・データ名 頁 備考

1-1-1-1-a
教育研究組織（学士課程）の改革、７つのポイント（新教育制度
2019より抜粋）

内部資料のため非公表

1-1-1-1-b
新しい福島大学の教育理念の概念図、「福島大学教育改革ビジョン
2019」の要点（新教育制度2019より抜粋）

内部資料のため非公表

1-1-1-1-c
福島大学の教育目標、期待する姿勢及び能力、全学AP（本学ウェブ
サイト）

1-1-1-1-d 〈期待する姿勢と能力〉ルーブリック 内部資料のため非公表
1-1-1-1-e アセスメント・ポリシーの策定（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表

1-1-1-1-f
授業科目コードをリサイクルしたナンバリング（新教育制度2019よ
り抜粋）

内部資料のため非公表

1-1-1-1-g シラバスフォーマット（2019～）（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表

1-1-1-1-h
Lポートフォリオ（人間発達文化学類学修案内（2019年度）より抜
粋）

1-1-1-1-i PDSAサイクルの概念図（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表
1-1-1-1-j カリキュラム概念図（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表
1-1-1-2-a アカデミックスキルズハンドブック
1-1-1-2-b 「SELF」自己評価シート（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表
1-1-1-2-c 地域実践特修プログラム「ふくしま未来学」パンフレット
1-1-1-2-d 地域実践特修プログラムのルーブリック
1-1-1-3-a Ⅸ教育運営体制 新教育運営組織（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表
1-1-1-5-a 「むらの大学」2019年度シラバス
1-1-1-5-b ふくしま未来学受講者数（2014～2019）

1-1-1-5-c
初年次教育における地域フィールドワーク・サービスラーニング科
目の学習効果と課題(福島大学総合教育研究センター紀要27号より抜
粋）

1-1-1-5-d 地域実践特修プログラム科目一覧
1-1-1-5-e むらの大学成長発見シート
1-1-2-3-a 環境放射能研究所（IER）拠点化・大学院構想

1-1-3-1-a_1
行政政策学類夜間主の社会人教育コース（新教育制度2019より抜
粋）

内部資料のため非公表

1-1-3-1-a_2 人文社会学群行政政策学類履修基準表（2019年度：夜間主含む）

1-1-3-1-b_1
平成29年度教職大学院開設資料（第93回定例記者会見）（本学ウェ
ブサイト）

1-1-3-1-b_2 経済学研究科ビジネスキャリアプログラム（本学ウェブサイト）
1-2-1-2-a アンケート調査（新教育制度2019より抜粋） 内部資料のため非公表

1-2-1-2-b_1 H28-30卒業生調査（速報版_学類別集計）
1-2-1-2-b_2 H28-30就職先企業等アンケート結果（速報）

1-2-1-2-b_3
平成29年度共通教育アンケート集計結果（平成30年度FD報告書より
抜粋）

1-2-1-2-b_4
平成29年度教育改善のための学生アンケート集計結果（平成30年度
FD報告書より抜粋）

1-2-1-2-b_5 平成30年度学生生活実態調査 内部資料のため非公表
1-2-1-2-b_6 令和元年度新入生アンケート
1-2-1-2-c 学生等アンケート実施要項
1-3-1-1-a 2018学びのガイド

1-3-1-2-a
福島大学における多様な性・性的マイノリティに関する基本理念と
対応ガイドライン（本学ウェブサイト）

1-3-1-4-a_1 アクティブ・スチューデント・コンテスト
1-3-1-4-a_2 福島大学創立70周年記念事業ブース出展内容

1-3-1-4-b
（学生団体）voteプロジェクト活動関係資料（福島大学創立70周年
記念誌より抜粋）

1-3-1-4-c
（学生団体）災害ボランティアセンターのボランティア活動（第131
回定例記者会見）（本学ウェブサイト）

1-3-2-1-a 業界研究セミナーチラシ
1-4-1-1-a 平成31年度AO入試学生募集要項（食農学類）（抜粋）

1-4-1-1-b
200323_2021（令和3）年度福島大学入学者選抜概要（予告追加・変
更）（大学ウェブサイト）

2-1-1-1-a foRプロジェクト広報資料（2016～2019年度）
2-1-1-1-b ふくしまロボット産業推進協議会

2-1-1-1-c_1
大学等の「復興知」を活用した福島イノベーション・コースト構想
促進事業（一般枠）（2018～2019年度）

2-1-1-1-c_2
大学等の「復興知」を活用した福島イノベーション・コースト構想
促進事業（重点枠）（2019年度）

2-1-1-1-d 平成30年度産学連携ロボット研究開発支援事業公募採択テーマ

達成状況報告書　別添資料一覧（福島大学）
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http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-1-h.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-2-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-2-c.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-2-d.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-5-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-5-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-5-c.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-5-d.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-1-5-e.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-2-3-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-3-1-a_2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-3-1-b_1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-1-3-1-b_2.pdf
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http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/1-3-1-4-b.pdf
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2-1-1-1-e
平成28年度「国際原子力人材育成イニシアティブ事業（原子力人材
育成等推進事業費補助金）」の新規採択課題の決定について（文部
科学省ウェブサイト）

2-1-1-1-f 研究推進アンケート（概要）
2-1-1-2-a 令和２年度科学研究費採択状況 内部資料のため非公表
2-1-1-3-a プロジェクト研究所 (本学ウェブサイト)
2-1-1-3-b 福島大学絆会設立趣意書
2-1-1-4-a 学術機関リポジトリチラシ（研究成果提供依頼）
2-1-1-5-a 福島大学知的財産取扱指針

2-1-1-5-b
「知財戦略デザイナー」の“初”年度派遣先大学を決定しました！ 
（経済産業省ウェブサイト）

2-1-1-6-a 研究・地域連携成果報告会チラシ（2018～2019年度）
2-1-1-7-a 2018アクティブラーニングク 実゙践シンポジウム゙ ゙報告

2-1-1-7-b
生徒国際イノベーションフォーラム開催（第103回定例記者会見）
（本学ウェブサイト）

2-1-1-7-c
生徒国際イノベーションフォーラムム 2017 開催報告（日本イノベー
ション教育ネットワークウェブサイト）

2-1-1-7-d 生徒国際イノベーションフォーラム゙2017報告書
2-1-1-7-e 福島市高校生フェスティバル゙ 2018報告書

2-1-2-1-a
SATREPS（地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム）事業採択
（第99回定例記者会見資料）（本学ウェブサイト）

2-1-2-1-b
平成31年度（2019年度）からの共同利用・共同研究拠点の認定につ
いて（国立大学）（文部科学省ウェブサイト）

2-2-1-1-a 福島大学研究ポリシー（本学ウェブサイト）
2-2-1-2-a 女性研究者紹介リーフレット「福島大学で活躍する女性研究者」
3-1-1-1-a COC+プレ・インターンシップ報告（2019年度） 内部資料のため非公表
3-1-1-1-b 「むらの大学」ルーブリック検証結果
3-1-2-3-a 再生可能エネルギー分野の人材育成の取組概要（2016～2018年度）

3-1-2-3-b
ACFニューズレター「れんけい」臨時号（リーディング起業家創出事
業概要）（2018～2019年度）

3-1-3-1-a 福島大学サテライト教室実施一覧（2016～2019年度）
4-1-1-2-a バディ制度について（本学ウェブサイト）

4-1-1-2-b
英語補修プログラムによる教育成果（第135回定例記者会見）（本学
ウェブサイト）

4-1-1-4-a Fukushima Ambassadors Program（FAP）（本学ウェブサイト）

4-1-1-4-b
国際交流センターが「第6回エルトゥールル号からの恩返し日本復興
の光大賞20」を受賞（第136回定例記者会見）（本学ウェブサイト）

4-1-1-5-a 外国人留学生の就職率（2016～2018年度）（本学ウェブサイト）

4-1-1-5-b
受入留学生数（平成28年5月1日時点と令和元年10月1日時点の比較）
（本学ウェブサイト）

14-k1-1 基盤教育科目「知的財産の基礎知識」（2020年度シラバス）
14-k1-2 基盤教育科目「データサイエンス入門」（2020年度シラバス）
14-k2-1 人間発達文化研究科「地域文化創造特論」（2019年度シラバス〉
14-k2-2 地域政策科学研究科「地域政策科学入門」（2019年度シラバス）
14-k2-3 経済学研究科「入門演習」（2019年度シラバス）

14-k2-4
共生システム理工学研究科「共生システム特論」・「理工学セミ
ナー」（2019・2020年度シラバス）

14-k2-5 福島大学ウェブサイト「公正研究推進のための運用方針」

14-k3-1
共生システム理工学研究科（博士前期課程）学修案内2019（４分野
の特色・目標）

14-k3-2 共生システム理工学類科目「放射線科学」（2019年度シラバス）
14-k5-1 月別リポジトリアクセス統計（2020年11月30日現在） 内部資料のため非公表
14-k6-1 共同出願件数（2010～2019年度）
14-k7-1 研究者交流会開催記録（2015～2019年度）
14-k7-2 「福島での文理融合の集い」開催記録（2019～2020年度） 個人情報のため一部非公表
14-k7-3 研究支援員制度利用実績一覧（2016～2019年度）
14-k7-4 年度別研究支援員登録者数
14-k7-5 福島大学男女共同参画における研究支援員制度実施要項
14-k7-6 研究支援員の募集案内（2019年度後期）
14-k8-1 派遣・受入学生数（2016年度～2019年度）
14-k9-1 進路に関するアンケート（令和２年３月卒業・修了）

14-k10-1
未来の起業家育成プログラム「キャリアディスカバリーセミナー」
チラシ（2018～2019年度）

14-k11-1 海外派遣数、国際共同研究数
14-k11-2 国際共著論文数（第２期と第３期の比較）
14-k11-3 学会参加助成（2016～2019年度）
14-k12-1 遠隔授業導入説明会資料

14-k12-2
「福島大学の遠隔授業に関する学生アンケート調査」報告（2020年
10月）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-1-e.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-1-f.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-3-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-3-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-4-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-5-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-5-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-6-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-7-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-7-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-7-c.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-7-d.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-1-7-e.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-2-1-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-1-2-1-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-2-1-1-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/2-2-1-2-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/3-1-1-1-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/3-1-2-3-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/3-1-2-3-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/3-1-3-1-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-2-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-2-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-4-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-4-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-5-a.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/4-1-1-5-b.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k7-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/T14/14-k9-1.pdf
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