
番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1401-00-1 既存組織の見直し（平成31年4月）

教育 1401-i1-1 人文社会学群人間発達文化学類のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 1401-i1-2 人文社会学群行政政策学類のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 1401-i1-3 人文社会学群経済経営学類のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 1401-i2-1 人文社会学群人間発達文化学類のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 1401-i2-2 人文社会学群行政政策学類のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1401-i2-3 人文社会学群経済経営学類のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1401-i3-1 人文社会学群人間発達文化学類のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 1401-i3-2 人文社会学群行政政策学類のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 1401-i3-3 人文社会学群経済経営学類のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 1401-i3-4 人文社会学群人間発達文化学類履修基準表（2019年度）
教育 1401-i3-5 人文社会学群行政政策学類履修基準表（2019年度）
教育 1401-i3-6 人文社会学群経済経営学類履修基準表（2019年度）

教育 1401-i3-7
2019年度自己点検・評価書（平成30年度活動実績に基づく年次レポート,人
文社会学群人間発達文化学類）

教育 1401-i3-8 カリキュラムFDシート（人文社会学群人間発達文化学類,2019年度） 個人情報を含むため非公表

教育 1401-i3-9
2019年度自己点検・評価書（平成30年度活動実績に基づく年次レポート,人
文社会学群行政政策学類）

教育 1401-i3-10 カリキュラムFDシート（人文社会学群行政政策学類,2019年度） 個人情報を含むため非公表

教育 1401-i3-11
2019年度自己点検・評価書（平成30年度活動実績に基づく年次レポート,人
文社会学群経済経営学類）

教育 1401-i3-12 カリキュラムFDシート（人文社会学群経済経営学類,2019年度） 個人情報を含むため非公表

教育 1401-i3-13
経済経営学類専門領域カリキュラムに関する日常的自己評価報告書（抜
粋）（2016年度）

公開していないため非公表

教育 1401-i3-14
経済経営学類専門領域カリキュラムに関する日常的自己評価報告書（抜
粋）（2017年度）

公開していないため非公表

教育 1401-i3-15
経済経営学類専門領域カリキュラムに関する日常的自己評価報告書（抜
粋）（2018年度）

公開していないため非公表

教育 1401-i3-16 ワールドシリーズ概要（2017～2019年度）
教育 1401-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1401-i4-2 人文社会学群人間発達文化学類シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1401-i4-3 人文社会学群行政政策学類シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1401-i4-4 人文社会学群経済経営学類シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1401-i4-5 人文社会学群人間発達文化学類学修案内（2019年度）
教育 1401-i4-6 人文社会学群行政政策学類学修案内（2019年度）
教育 1401-i4-7 人文社会学群経済経営学類学修案内（2019年度）
教育 1401-i4-8 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）

教育 1401-i4-9
人文社会学群の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票
（2017年度）

教育 1401-i4-10
人文社会学群人間発達文化学類学修案内（2019年度）【抜粋：「地域と学
ぶ未来の理科先生特修プログラム」概要】

教育 1401-i4-11 コーオプ演習シラバス（2019年度）
教育 1401-i5-1 履修指導の実施状況（人文社会学群,2019年度）
教育 1401-i5-2 学習相談の実施状況（人文社会学群,2019年度）

教育 1401-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（人文社会学
群,2019年度）

教育 1401-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（人文社会学
群,2019年度）

教育 1401-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1401-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1401-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1401-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1401-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1401-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1401-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1401-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）
教育 1401-i6-1 福島大学単位認定規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1401-i6-2 成績分布一覧（人文社会学群,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1401-i6-3 成績分布一覧（人文社会学群,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1401-i6-4
人文社会学群人間発達文化学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立
て】

教育 1401-i6-5 人文社会学群行政政策学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立て】

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（人文社会学群）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-00-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i3-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-9.xlsx
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i4-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i6-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i6-5.pdf


教育 1401-i6-6 人文社会学群経済経営学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立て】

教育 1401-i7-1 福島大学学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：卒業要件】
教育 1401-i7-2 人間発達文化学類規程（最終改正：平成31年3月19日最終改正）
教育 1401-i7-3 行政政策学類規程（平成31年3月19日最終改正）
教育 1401-i7-4 経済経営学類規程（平成31年3月19日最終改正）
教育 1401-i7-5 福島大学学類教員会議規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1401-i8-1 人文社会学群人間発達文化学類アドミッション・ポリシー（2019年度）

教育 1401-i8-2 人文社会学群行政政策学類アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1401-i8-3 人文社会学群経済経営学類アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1401-i8-4 人文社会学群の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 1401-iA-1 生徒国際イノベーションフォーラム2017報告書

教育 1401-iC-1
人文社会学群人間発達文化学類スタートアップセミミーー基礎演習報告会資
料（2019年度）

個人情報を含むため非公表

教育 1401-iC-2
人文社会学群人間発達文化学類問題探究セミミーⅠ実施報告会資料（2019
年度）

個人情報を含むため非公表

教育 1401-iE-1 人文社会学群行政政策学類夜間主コース学修案内（2019年度）
教育 1401-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1401-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）

教育 1401-ii1-3
プレス発表資料（行政政策学類生が学会誌に査読付き論文掲載）（平成29
年10月）

教育 1401-ii1-4
行政政策学類ウェブサイト（映像コンテスト準グランプリ）（令和2年2
月）

教育 1401-ii1-5 プレス発表資料（経済経営学類生公認会計士試験合格）（令和元年12月）

教育 1401-iiA-1 人間発達文化学類卒業時アンケート報告（2019年度） 公開していないため非公表

教育 1401-iiA-2 学修指標に対する評価得点（人間発達文化学類）（2016～2019年度）

教育 1401-iiA-3 経済経営学類卒業生アンケート集計結果（2016年度） 公開していないため非公表
教育 1401-iiA-4 経済経営学類卒業生アンケート集計結果（2017年度） 公開していないため非公表
教育 1401-iiA-5 経済経営学類卒業生アンケート集計結果（2018年度） 公開していないため非公表

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i6-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i7-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i7-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i8-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-i8-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-iA-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-iE-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-ii1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-ii1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-ii1-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-ii1-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1401/1401-iiA-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1402-00-1 既存組織の見直し（平成31年4月）

教育 1402-i1-1 理工学群共生システム理工学類のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 1402-i2-1 理工学群共生システム理工学類のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 1402-i3-1 理工学群共生システム理工学類のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 1402-i3-2 理工学群共生システム理工学類履修基準表（2019年度）

教育 1402-i3-3
2019年度自己点検・評価書（平成30年度活動実績に基づく年次レポート,理
工学群共生システム理工学類）

教育 1402-i3-4 カリキュラムFDシート（理工学群共生システム理工学類,2019年度） 個人情報を含むため非公表

教育 1402-i3-5 国際原子力人材育成イニシアティブ事業事後評価結果（令和2年3月）

教育 1402-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1402-i4-2 理工学群共生システム理工学類シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1402-i4-3 理工学群共生システム理工学類学修案内（2019年度）
教育 1402-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）

教育 1402-i4-5
理工学群の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調査票（2017
年度）

教育 1402-i4-6
理工学群共生システム理工学類学修案内（2019年度）【抜粋：「地域と学
ぶ未来の理科先生特修プログラム」概要】

教育 1402-i5-1 履修指導の実施状況（理工学群,2019年度）
教育 1402-i5-2 学習相談の実施状況（理工学群,2019年度）

教育 1402-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（理工学群,2019年
度）

教育 1402-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（理工学群,2019
年度）

教育 1402-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1402-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1402-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1402-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1402-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1402-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1402-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1402-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）
教育 1402-i6-1 福島大学単位認定規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1402-i6-2 成績分布一覧（理工学群,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1402-i6-3 成績分布一覧（理工学群,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1402-i6-4
理工学群共生システム理工学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立
て】

教育 1402-i7-1 福島大学学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：卒業要件】
教育 1402-i7-2 共生システム理工学類規程（平成31年3月19日最終改正）
教育 1402-i7-3 福島大学学類教員会議規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1402-i8-1 理工学群共生システム理工学類アドミッション・ポリシー（2019年度）

教育 1402-i8-2 理工学群の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 1402-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1402-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）

教育 1402-iiA-1 理工学群共生システム理工学類卒業時アンケート（2017～2019年度） 公開していないため非公表

教育 1402-iiB-1
「福島大学の教育に関するアンケート調査」概要（速報）（2019年度実
施）

確定していないため非公表

教育 1402-k1-1 「標準修業年限×1.5年」内卒業率算出資料（理工学群）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（理工学群）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-00-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i3-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i3-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i4-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i4-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i4-5.xlsx
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i4-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i6-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-ii1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1402/1402-k1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1403-00-1 農学群食農学類の特色（大学案内2020の抜粋）
教育 1403-i1-1 農学群食農学類のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 1403-i2-1 農学群食農学類のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1403-i3-1 農学群食農学類のカリキュラムマップ（2019年度）
教育 1403-i3-2 農学群食農学類履修基準表（2019年度）
教育 1403-i3-3 カリキュラムFDシート（農学群食農学類,2019年度） 個人情報を含むため非公表
教育 1403-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1403-i4-2 農学群食農学類シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1403-i4-3 農学群食農学類学修案内（2019年度）
教育 1403-i5-1 履修指導の実施状況（農学群,2019年度）
教育 1403-i5-2 学習相談の実施状況（農学群,2019年度）

教育 1403-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（農学群,2019年
度）

教育 1403-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（農学群,2019年
度）

教育 1403-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1403-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1403-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1403-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1403-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1403-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1403-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1403-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）
教育 1403-i6-1 福島大学単位認定規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1403-i6-2 成績分布一覧（農学群,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1403-i6-3 成績分布一覧（農学群,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1403-i6-4 農学群食農学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立てについて】

教育 1403-i7-1 福島大学学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：卒業要件】
教育 1403-i7-2 食農学類規程（平成31年3月19日制定）
教育 1403-i7-3 福島大学学類教員会議規則（令和元年10月1日最終改正）
教育 1403-i8-1 農学群食農学類アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1403-i8-2 農学群の入学定員充足率（2019年度）

教育 1403-iB-1
「南会津町における農村業活性化による農村機能復活プログラム」実施報
告書（2019年度）

教育 1403-ii1-1
農学群食農学類学修案内（2019年度）【抜粋：食品衛生管理者及び食品衛
生監視員】

教育 1403-ii1-2
農学群食農学類学修案内（2019年度）【抜粋：食の6次産業化プロデュー
サー】

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（農学群）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-00-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i4-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i6-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-iB-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1403/1403-ii1-2.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1404-i1-1 人間発達文化研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 1404-i2-1 人間発達文化研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1404-i3-1 人間発達文化研究科履修基準表（2019年度）

教育 1404-i3-2
人間発達文化研究科学修案内（2019年度）【抜粋：履修基準及びカリキュ
ラム】

教育 1404-i3-3
年度計画の実施状況（大学院カリキュラムの点検）（2016～2019年度,人間
発達文化研究科）

教育 1404-i3-4 人間発達文化研究科規程（令和2年3月25日最終改正）

教育 1404-i3-5 人間発達文化研究科修了研究に関する取扱要項（平成21年3月11日制定）

教育 1404-i3-6 人間発達文化研究科学修案内（2019年度）【抜粋：研究指導体制】
教育 1404-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1404-i4-2 人間発達文化研究科シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1404-i4-3 人間発達文化研究科学修案内（2019年度）
教育 1404-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）

教育 1404-i4-5
人間発達文化研究科の「インターンシップの実施状況に関する調査」の調
査票（2017年度）

教育 1404-i5-1 履修指導の実施状況（人間発達文化研究科,2019年度）
教育 1404-i5-2 学習相談の実施状況（人間発達文化研究科,2019年度）

教育 1404-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（人間発達文化研
究科,2019年度）

教育 1404-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（人間発達文化
研究科,2019年度）

教育 1404-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1404-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1404-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1404-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1404-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1404-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1404-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1404-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）
教育 1404-i5-13 プレス発表資料（「英検」研究助成入選）（平成29年8月）

教育 1404-i6-1 成績分布一覧（人間発達文化研究科,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1404-i6-2 成績分布一覧（人間発達文化研究科,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1404-i6-3
人文社会学群人間発達文化学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立て
（研究科準用）】

教育 1404-i7-1 福島大学大学院学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：修了要件】

教育 1404-i7-2 福島大学大学院研究科委員会規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1404-i7-3 福島大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）【抜粋：学位論文の審査】

教育 1404-i7-4 人間発達文化研究科修了研究審査基準（平成25年10月2日制定）
教育 1404-i8-1 人間発達文化研究科アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1404-i8-2 人間発達文化研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 1404-iB-1 教育実践福島ラウンドテーブル実施報告書（2020年春） 公開していないため非公表

教育 1404-iB-2
プレス発表資料（附属幼稚園がソニー幼児教育支援プログラム「最優秀
園」選出）（令和2年2月）

教育 1404-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1404-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）

教育 1404-ii1-3
人間発達文化研究科ウェブサイト（修了研究が国展新人賞を受賞）（平成
29年5月）

教育 1404-iiA-1
人間発達文化研究科「大学院生の学業成果および修了研究に関する調査」
（2017年度）

公開していないため非公表

教育 1404-k1-1 2019年度人間発達文化研究科学修案内（抜粋）
教育 1404-k2-1 平成28～令和元年度_教育実践福島ラウンドテーブルプログラム

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（人間発達文化研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i3-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i4-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i4-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i4-5.xlsx
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i5-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i6-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i7-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-iB-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-ii1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-ii1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-k1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1404/1404-k2-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1405-i1-1 人間発達文化研究科教職実践専攻のディプロマ・ポリシー（2019年度）

教育 1405-i2-1 人間発達文化研究科教職実践専攻のカリキュラム・ポリシー（2019年度）

教育 1405-i3-1 人間発達文化研究科教職実践専攻カリキュラムイメージ（2019年度）

教育 1405-i3-2 人間発達文化研究科教職実践専攻履修基準表（2019年度）

教育 1405-i3-3
人間発達文化研究科学修案内（2019年度）【抜粋：履修基準及びカリキュ
ラム】

教育 1405-i3-4
年度計画の実施状況（大学院カリキュラムの点検）（2016～2019年度,人間
発達文化研究科教職実践専攻）

教育 1405-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1405-i4-2 人間発達文化研究科教職実践専攻シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1405-i4-3 人間発達文化研究科学修案内（2019年度）

教育 1405-i4-4
2017～2019年度「学校における実習」実施状況（2018～2020年度連携協力
校協議会資料より抜粋）

個人情報を含むため非公表

教育 1405-i4-5 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
教育 1405-i5-1 履修指導の実施状況（人間発達文化研究科教職実践専攻,2019年度）
教育 1405-i5-2 学習相談の実施状況（人間発達文化研究科教職実践専攻,2019年度）

教育 1405-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（人間発達文化研
究科教職実践専攻,2019年度）

教育 1405-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（人間発達文化
研究科教職実践専攻,2019年度）

教育 1405-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1405-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1405-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1405-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1405-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1405-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1405-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1405-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）
教育 1405-i6-1 人間発達文化研究科規程（令和2年3月25日最終改正）

教育 1405-i6-2 成績分布一覧（人間発達文化研究科教職実践専攻,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1405-i6-3 成績分布一覧（人間発達文化研究科教職実践専攻,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1405-i6-4
人文社会学群人間発達文化学類学修案内（2019年度）【抜粋：不服申立て
（研究科準用）】

教育 1405-i7-1 福島大学大学院学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：修了要件】

教育 1405-i7-2 福島大学大学院研究科委員会規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1405-i7-3 福島大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）【抜粋：課程修了の審査】

教育 1405-i8-1 人間発達文化研究科教職実践専攻アドミッション・ポリシー（2019年度）

教育 1405-i8-2 人間発達文化研究科教職実践専攻の入学定員充足率（2017～2019年度）

教育 1405-iB-1 教育実践福島ラウンドテーブル実施報告書（2020年春） 公開していないため非公表
教育 1405-ii1-1 標準修業年限内修了率（2016～2019年度）
教育 1405-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内修了率（2016～2019年度）
教育 1405-k1-1 2019年度人間発達文化研究科学修案内（抜粋）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（人間発達文化研究科教職実践専攻）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i3-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i3-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i4-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i4-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i6-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-ii1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1405/1405-k1-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1406-i1-1 地域政策科学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 1406-i2-1 地域政策科学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1406-i3-1 地域政策科学研究科履修基準表（2019年度）

教育 1406-i3-2
年度計画の実施状況（大学院カリキュラムの点検）（2016～2019年度,地域
政策科学研究科）

教育 1406-i3-3 地域政策科学研究科規程（平成31年3月19日最終改正）
教育 1406-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1406-i4-2 地域政策科学研究科シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1406-i4-3 地域政策科学研究科学修案内（2019年度）
教育 1406-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
教育 1406-i5-1 履修指導の実施状況（地域政策科学研究科,2019年度）
教育 1406-i5-2 学習相談の実施状況（地域政策科学研究科,2019年度）

教育 1406-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（地域政策科学研
究科,2019年度）

教育 1406-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（地域政策科学
研究科,2019年度）

教育 1406-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1406-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1406-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1406-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1406-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1406-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1406-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1406-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）

教育 1406-i6-1
地域政策科学研究科学修案内（2019年度）【抜粋：成績評価及び不服申立
て】

教育 1406-i6-2 成績分布一覧（地域政策科学研究科,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1406-i6-3 成績分布一覧（地域政策科学研究科,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1406-i7-1 福島大学大学院学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：修了要件】

教育 1406-i7-2 福島大学大学院研究科委員会規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1406-i7-3 福島大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）【抜粋：学位論文の審査】

教育 1406-i7-4
地域政策科学研究科学位論文審査に関する評価基準（申合せ）（平成25年
11月13日）

教育 1406-i7-5 地域政策科学研究科学位論文作成要領（2019年度）
教育 1406-i7-6 地域政策科学研究科特定課題研究報告書作成要領（2019年度）
教育 1406-i8-1 地域政策科学研究科アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1406-i8-2 地域政策科学研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）
教育 1406-iE-1 地域政策科学研究科パンフレット（2019年度）
教育 1406-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1406-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）
教育 1406-k1-1 平成22～令和元年度の留学生数の推移（地域政策科学研究科）

教育 1406-k2-1 「標準修業年限×1.5年」内修了率算出資料（地域政策科学研究科）

データ分析集（「3.進学・卒
業－卒業（2016年度～2019年
度）の「標準修業年限×1.5
年以内での卒業・修了者数」
とは算出方法が異なるため、
数値は一致しません。

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（地域政策科学研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i3-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i4-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i4-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i5-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i6-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i7-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i8-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-i8-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-iE-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-ii1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-k1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/E1406/1406-k2-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1407-i1-1 経済学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 1407-i2-1 経済学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1407-i3-1 経済学研究科履修基準表（2019年度）
教育 1407-i3-2 経済学研究科学修案内（2019年度）【抜粋：カリキュラム】

教育 1407-i3-3
年度計画の実施状況（大学院カリキュラムの点検）（2016～2019年度,経済
学研究科）

教育 1407-i3-4 経済学研究科規程（平成31年3月19日最終改正）
教育 1407-i3-5 経済学研究科学修案内（2019年度）【抜粋：研究指導体制】
教育 1407-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1407-i4-2 経済学研究科シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表
教育 1407-i4-3 経済学研究科学修案内（2019年度）
教育 1407-i4-4 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
教育 1407-i5-1 履修指導の実施状況（経済学研究科,2019年度）
教育 1407-i5-2 学習相談の実施状況（経済学研究科,2019年度）

教育 1407-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（経済学研究
科,2019年度）

教育 1407-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（経済学研究
科,2019年度）

教育 1407-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1407-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1407-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1407-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1407-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1407-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1407-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1407-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）

教育 1407-i6-1 経済学研究科学修案内（2019年度）【抜粋：成績評価及び不服申立て】

教育 1407-i6-2 成績分布一覧（経済学研究科,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1407-i6-3 成績分布一覧（経済学研究科,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1407-i7-1 福島大学大学院学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：修了要件】

教育 1407-i7-2 福島大学大学院研究科委員会規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1407-i7-3 福島大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）【抜粋：学位論文の審査】

教育 1407-i7-4 経済学研究科学位論文等審査基準（平成28年3月19日最終改正）
教育 1407-i8-1 経済学研究科アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1407-i8-2 経済学研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 1407-iE-1
経済学研究科パンフレット（2019年度）【抜粋：ビジネスキャリア・プロ
グラムの概要】

教育 1407-iE-2
『国立大学』第49巻（2018年6月号）【抜粋：ビジネスキャリア・プログラ
ムの紹介記事】

教育 1407-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1407-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）
教育 1407-iiA-1 経済学研究科修了生FDアンケート（2016年度） 公開していないため非公表
教育 1407-iiA-2 経済学研究科修了生FDアンケート（2017年度） 公開していないため非公表
教育 1407-iiA-3 経済学研究科修了生FDアンケート（2018年度） 公開していないため非公表
教育 1407-k1-1 平成22～令和元年度の留学生数の推移（経済学研究科）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（経済学研究科）
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番号 資料・データ名 頁 備考

教育 1408-00-1 共生システム理工学研究科の特徴（平成31年4月再編前）
教育 1408-00-2 共生システム理工学研究科の特徴（平成31年4月再編後）
教育 1408-i1-1 共生システム理工学研究科のディプロマ・ポリシー（2019年度）
教育 1408-i2-1 共生システム理工学研究科のカリキュラム・ポリシー（2019年度）
教育 1408-i3-1 共生システム理工学研究科履修基準表（2019年度）

教育 1408-i3-2
年度計画の実施状況（大学院カリキュラムの点検）（2016～2019年度,共生
システム理工学研究科）

教育 1408-i3-3 共生システム理工学研究科規程（令和元年12月13日最終改正）

教育 1408-i3-4
共生システム理工学研究科研究指導教員の変更に関する申し合わせ（平成
21年4月8日）

教育 1408-i3-5
共生システム理工学研究科修士論文に関する取扱要項（平成23年10月19日
最終改正）

教育 1408-i3-6
共生システム理工学研究科博士論文に関する取扱要項（平成28年10月12日
最終改正）

教育 1408-i4-1 福島大学教務関係スケジュール（2019年度）
教育 1408-i4-2 共生システム理工学研究科シラバス（2019年度） csvファイルのため非公表

教育 1408-i4-3
共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻博士前期課程学修案内
（2019年度）

教育 1408-i4-4
共生システム理工学研究科共生システム理工学専攻博士後期課程学修案内
（2019年度）

教育 1408-i4-5
共生システム理工学研究科環境放射能学専攻修士課程学修案内（2019年
度）

教育 1408-i4-6 協定等に基づく留学期間別日本人留学生数（2016～2018年度）
教育 1408-i5-1 履修指導の実施状況（共生システム理工学研究科,2019年度）
教育 1408-i5-2 学習支援の実施状況（共生システム理工学研究科,2019年度）

教育 1408-i5-3
社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組（共生システム理
工学研究科,2019年度）

教育 1408-i5-4
履修上特別な支援を要する学生等に対する学習支援の状況（共生システム
理工学研究科,2019年度）

教育 1408-i5-5
福島大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
（平成31年3月19日最終改正）

教育 1408-i5-6 福島大学障がい学生修学支援に関する指針（平成27年2月17日施行）
教育 1408-i5-7 福島大学アクセシビリティ支援室規程（平成31年3月19日最終改正）

教育 1408-i5-8
福島大学アクセシビリティ支援室運営会議要項（令和2年3月25日最終改
正）

教育 1408-i5-9 アクセシビリティ支援室のしおり（2019年度）

教育 1408-i5-10
福島大学国際交流センターチューター制度申し合わせ（平成27年4月1日施
行）

教育 1408-i5-11 福島大学国際交流センターバディ制度申し合わせ（平成30年4月1日施行）

教育 1408-i5-12 バディ制度の概要（2019年度）

教育 1408-i6-1
共生システム理工学研究科博士前期課程学修案内（2019年度）【抜粋：成
績評価及び不服申立て】

教育 1408-i6-2
共生システム理工学研究科博士後期課程学修案内（2019年度）【抜粋：成
績評価及び不服申立て】

教育 1408-i6-3
共生システム理工学研究科修士課程学修案内（2019年度）【抜粋：成績評
価及び不服申立て】

教育 1408-i6-4 成績分布一覧（共生システム理工学研究科,2019年度前期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1408-i6-5 成績分布一覧（共生システム理工学研究科,2019年度後期）
機密性の高い情報を含むため
非公表

教育 1408-i7-1 福島大学大学院学則（令和2年3月17日最終改正）【抜粋：修了要件】

教育 1408-i7-2 福島大学大学院研究科委員会規則（令和元年10月1日最終改正）

教育 1408-i7-3 福島大学学位規則（平成31年3月19日最終改正）【抜粋：学位論文の審査】

教育 1408-i7-4 共生システム理工学研究科修士論文審査基準（2019年度）
教育 1408-i7-5 共生システム理工学研究科博士論文審査基準（2019年度）

教育 1408-i7-6
共生システム理工学研究科博士論文の審査及び最終試験についての申合せ
（平成28年10月12日改正）

教育 1408-i7-7
共生システム理工学研究科在学期間短縮と早期修了に関する取扱要項（平
成30年12月12日最終改正）

教育 1408-i8-1 共生システム理工学研究科アドミッション・ポリシー（2019年度）
教育 1408-i8-2 共生システム理工学研究科の入学定員充足率（2016～2019年度）

教育 1408-iD-1 マルチフェーズ型研究教育プログラムによる分析技術者養成（概要図）

教育 1408-ii1-1 標準修業年限内卒業率（2016～2019年度）
教育 1408-ii1-2 「標準修業年限×1.5」年内卒業率（2016～2019年度）

教育に関する現況調査表　別添資料一覧（共生システム理工学研究科）
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教育 1408-k2-1 「標準修業年限×1.5年」内修了率算出資料（共生システム理工学研究科）

データ分析集（「3.進学・卒
業－卒業（2016年度～2019年
度）の「標準修業年限×1.5
年以内での卒業・修了者数」
とは算出方法が異なるため、
数値は一致しません。
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