
資料１

※評価結果及び備考欄の記載は各機関の表記に従う。

１．大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考
愛知大学 大学基準協会 適合
青山学院大学 大学基準協会 適合
茨城県立医療大学 大学基準協会 適合
大阪歯科大学 大学基準協会 適合
金沢医科大学 大学基準協会 適合
金沢美術工芸大学 大学基準協会 適合
川崎医療福祉大学 大学基準協会 適合
関西医科大学 大学基準協会 適合
九州女子大学 大学基準協会 適合
京都市立芸術大学 大学基準協会 適合
近畿大学 大学基準協会 適合
金城学院大学 大学基準協会 適合
敬愛大学 大学基準協会 適合
敬和学園大学 大学基準協会 適合
神戸海星女子学院大学 大学基準協会 適合
神戸親和女子大学 大学基準協会 適合
相模女子大学 大学基準協会 適合
札幌学院大学 大学基準協会 適合
至学館大学 大学基準協会 適合
情報科学芸術大学院大学 大学基準協会 適合
駿河台大学 大学基準協会 適合
聖学院大学 大学基準協会 適合
聖カタリナ大学 大学基準協会 適合
聖路加国際大学 大学基準協会 適合
専修大学 大学基準協会 適合
創価大学 大学基準協会 適合
園田学園女子大学 大学基準協会 適合
拓殖大学 大学基準協会 適合
中央学院大学 大学基準協会 適合
中京大学 大学基準協会 適合
都留文科大学 大学基準協会 適合
帝塚山大学 大学基準協会 適合
東京工芸大学 大学基準協会 適合
東京女子医科大学 大学基準協会 適合
同志社女子大学 大学基準協会 適合
東洋大学 大学基準協会 適合
獨協大学 大学基準協会 適合
長崎県立大学 大学基準協会 適合
中村学園大学 大学基準協会 適合
新潟県立大学 大学基準協会 適合
新潟工科大学 大学基準協会 適合
新潟青陵大学 大学基準協会 適合
新潟薬科大学 大学基準協会 適合
日本赤十字北海道看護大学 大学基準協会 適合
福岡女学院大学 大学基準協会 適合
藤田保健衛生大学 大学基準協会 適合
武蔵大学 大学基準協会 適合
明治大学 大学基準協会 適合
桃山学院大学 大学基準協会 適合
流通科学大学 大学基準協会 適合
流通経済大学 大学基準協会 適合
和洋女子大学 大学基準協会 適合
宇都宮共和大学 大学基準協会 適合 平成23年度の再評価
高野山大学 大学基準協会 適合 平成23年度の再評価
ビジネス・ブレークスルー大学 大学基準協会 適合 平成23年度の再評価
旭川医科大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

東北大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

福島大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

千葉大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

東京工業大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

東京海洋大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

一橋大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

平成26年度実施の認証評価結果（概況）

  平成２６年度に認証評価機関３機関で実施した１４８大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」・「認定」：１４６大学、

「保留」；１大学、「不適合」：１大学である。  

1

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/4/20150327_426604.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/44/20150327_954259.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/50/20150327_634764.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/66/20150327_274545.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/81/20150327_351450.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/83/20150327_442294.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/85/20150327_516542.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/87/20150327_233259.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/100/20150327_474483.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/108/20150327_854962.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/117/20150327_142156.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/118/20150327_337360.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/127/20150327_107089.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/129/20150327_853133.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/134/20150327_504851.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/141/20150327_598102.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/153/20150327_735823.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/156/20150327_805648.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/158/20150327_162267.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/175/20150327_206808.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/182/20150327_180644.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/183/20150327_654487.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/184/20150327_984011.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/193/20150327_383289.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/195/20150327_645831.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/199/20150327_319323.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/200/20150327_700392.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/206/20150327_274685.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/214/20150327_519470.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/215/20150327_871688.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/219/20150327_195603.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/222/20150327_710436.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/236/20150327_729345.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/242/20150420_438704.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/251/20150327_864513.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/255/20150327_167216.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/260/20150327_234887.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/266/20150406_552638.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/270/20150327_563214.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/550/20150327_140523.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/15/20150327_789428.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/281/20150327_570889.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/282/20150327_437850.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/296/20150327_362119.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/314/20150327_299591.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/318/20150327_960696.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/333/20150327_629049.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20150331_704369.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/340/20150327_908569.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/349/20150327_469952.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/350/20150327_923917.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/356/20150327_707578.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/54/20150327_238913.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/143/20150327_439465.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20150327_812466.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_asahikawa_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_tohoku_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_fukushima_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_chiba_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_tokyokogyo_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_tokyokaiyou_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_hitotsubashi_d201503.pdf


横浜国立大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

新潟大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

上越教育大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

金沢大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

山梨大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

浜松医科大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

名古屋大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

愛知教育大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

三重大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

京都工芸繊維大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

兵庫教育大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

神戸大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

鳥取大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

岡山大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

愛媛大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

高知大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

九州大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

長崎大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

宮崎大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

鹿児島大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

鹿屋体育大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大妻女子大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

愛知みずほ大学 日本高等教育評価機構 適合
足利工業大学 日本高等教育評価機構 適合
SBI大学院大学 日本高等教育評価機構 適合
江戸川大学 日本高等教育評価機構 適合
大阪音楽大学 日本高等教育評価機構 適合
大阪商業大学 日本高等教育評価機構 適合
岡山商科大学 日本高等教育評価機構 適合
嘉悦大学 日本高等教育評価機構 適合
金沢学院大学 日本高等教育評価機構 適合
鎌倉女子大学 日本高等教育評価機構 適合
岐阜女子大学 日本高等教育評価機構 適合
九州看護福祉大学 日本高等教育評価機構 適合
九州国際大学 日本高等教育評価機構 適合
京都学園大学 日本高等教育評価機構 適合
桐生大学 日本高等教育評価機構 適合
熊本保健科学大学 日本高等教育評価機構 適合
神戸常盤大学 日本高等教育評価機構 適合
国際医療福祉大学 日本高等教育評価機構 適合
こども教育宝仙大学 日本高等教育評価機構 適合
三育学院大学 日本高等教育評価機構 保留
志學館大学 日本高等教育評価機構 適合
静岡理工科大学 日本高等教育評価機構 適合
修文大学 日本高等教育評価機構 適合
十文字学園女子大学 日本高等教育評価機構 適合
西武文理大学 日本高等教育評価機構 適合
多摩大学 日本高等教育評価機構 適合
千葉工業大学 日本高等教育評価機構 適合
中部大学 日本高等教育評価機構 適合
帝京大学 日本高等教育評価機構 適合
東京工科大学 日本高等教育評価機構 適合
東京女子体育大学 日本高等教育評価機構 適合
東邦音楽大学 日本高等教育評価機構 適合
同朋大学 日本高等教育評価機構 適合
長崎外国語大学 日本高等教育評価機構 適合
長崎国際大学 日本高等教育評価機構 適合
長崎総合科学大学 日本高等教育評価機構 適合
名古屋商科大学 日本高等教育評価機構 適合
名古屋文理大学 日本高等教育評価機構 適合
奈良大学 日本高等教育評価機構 適合
新潟経営大学 日本高等教育評価機構 適合
新潟国際情報大学 日本高等教育評価機構 適合
西日本工業大学 日本高等教育評価機構 適合
日本文理大学 日本高等教育評価機構 適合
日本歯科大学 日本高等教育評価機構 適合
梅光学院大学 日本高等教育評価機構 適合
函館大学 日本高等教育評価機構 適合
ハリウッド大学院大学 日本高等教育評価機構 適合
広島文化学園大学 日本高等教育評価機構 適合
プール学院大学 日本高等教育評価機構 適合
福井工業大学 日本高等教育評価機構 適合
福山平成大学 日本高等教育評価機構 適合
富士大学 日本高等教育評価機構 適合
北陸大学 日本高等教育評価機構 適合
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http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_yokohamakokuritsu_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_niigata_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_jyouetsukyoiku_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kanazawa_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_yamanashi_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_hamamatsuika_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_nagoya_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_aichikyoiku_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_mie_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kyotokougei_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_hyogokyoiku_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kobe_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_tottori_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_okayama_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_ehime_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kochi_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kyushu_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_nagasaki_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_miyazaki_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kagoshima_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_kanoyataiiku_d201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/daigaku/no6_1_1_otsumajyoshi_d201503.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/01aichimizuho.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/02ashikaga_kogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/03sbi_daigakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/04edogawa.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/05osaka_ongaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/06osaka_shogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/07okayama_shoka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/08kaetsu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/09kanazawa_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/10kamakura_jyoshi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/11gifu_jyoshi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/12kyushu_kango_fukushi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/13kyusyu_kokusai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/14kyoto_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/15kiryu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/16kumamoto_hoken_kagaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/17kobe_tokiwa.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/18kokusai_iryou_fukushi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/19kodomo_kyoiku_housen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/20saniku_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/21shigakukan.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/22shizuoka_rikoka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/23shubun.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/24jumonji_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/25seibu_bunri.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/26tama.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/27chiba_kougyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/28chubu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/29teikyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/30tokyo_kouka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/31tokyo_jyoshi_taiiku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/32toho_ongaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/33doho.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/34nagasaki_gaikokugo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/35nagasaki_kokusai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/36nagasaki_sougo_kagaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/37nagoya_syouka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/38nagoya_bunri.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/39nara.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/40niigata_keiei.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/41niigata_kokusai_jyouho.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/42nishinippon_kougyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/43nippon_bunri.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/44nippon_sika.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/45baiko_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/46hakodate.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/47hollywood_daigakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/48hiroshima_bunka_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/49poole_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/50fukui_kogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/51fukuyama_heisei.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/52fuji.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/53hokuriku.pdf


北陸学院大学 日本高等教育評価機構 適合
保健医療経営大学 日本高等教育評価機構 不適合
北海学園大学 日本高等教育評価機構 適合
北海道薬科大学 日本高等教育評価機構 適合
南九州大学 日本高等教育評価機構 適合
武蔵野音楽大学 日本高等教育評価機構 適合
名桜大学 日本高等教育評価機構 適合
明治国際医療大学 日本高等教育評価機構 適合
酪農学園大学 日本高等教育評価機構 適合
麗澤大学 日本高等教育評価機構 適合
奈良学園大学 日本高等教育評価機構 認定 平成22年度の再評価

２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考
日本赤十字秋田短期大学 大学基準協会 適合
日本大学短期大学部 大学基準協会 適合
大阪音楽大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合
鎌倉女子大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合
北陸学院大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合
旭川大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
帯広大谷短期大学 短期大学基準協会 適格
國學院大學北海道短期大学部 短期大学基準協会 適格
北海道武蔵女子短期大学 短期大学基準協会 適格
東北文教大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
常磐短期大学 短期大学基準協会 適格
足利短期大学 短期大学基準協会 適格
育英短期大学 短期大学基準協会 適格
武蔵丘短期大学 短期大学基準協会 適格
大妻女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
駒沢女子短期大学 短期大学基準協会 適格
女子栄養大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
白梅学園短期大学 短期大学基準協会 適格
創価女子短期大学 短期大学基準協会 適格
貞静学園短期大学 短期大学基準協会 適格
東京成徳短期大学 短期大学基準協会 適格
目白大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
和泉短期大学 短期大学基準協会 適格
小田原短期大学 短期大学基準協会 適格
上智大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
昭和音楽大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
洗足こども短期大学 短期大学基準協会 適格
明倫短期大学 短期大学基準協会 適格
富山短期大学 短期大学基準協会 適格
富山福祉短期大学 短期大学基準協会 適格
金沢星稜大学女子短期大学部 短期大学基準協会 適格
清泉女学院短期大学 短期大学基準協会 適格
高山自動車短期大学 短期大学基準協会 適格
平成医療短期大学 短期大学基準協会 適格
常葉大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
豊橋創造大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
名古屋文化短期大学 短期大学基準協会 適格
名古屋柳城短期大学 短期大学基準協会 適格
高田短期大学 短期大学基準協会 適格
大阪信愛女学院短期大学 短期大学基準協会 適格
大阪千代田短期大学 短期大学基準協会 適格
四條畷学園短期大学 短期大学基準協会 適格
近畿大学豊岡短期大学 短期大学基準協会 適格
聖和短期大学 短期大学基準協会 適格
東洋食品工業短期大学 短期大学基準協会 適格
奈良芸術短期大学 短期大学基準協会 適格
奈良佐保短期大学 短期大学基準協会 適格
吉備国際大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
美作大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
鈴峯女子短期大学 短期大学基準協会 適格
比治山大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
高松短期大学 短期大学基準協会 適格
久留米信愛女学院短期大学 短期大学基準協会 適格
純真短期大学 短期大学基準協会 適格
福岡医療短期大学 短期大学基準協会 適格
福岡工業大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

平成２６年度に認証評価機関３機関で実施した６２短期大学大学の認証評価結果は、「適合」・「適格」：６１短期大学、「条件付

き適格」：１短期大学である。 
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/54hokuriku_gakuin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/55hoken_iryo_keiei.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/56hokkai_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/57hokkaido_yakka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/58minami_kyushu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/59musashino_ongaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/60meio.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/61meiji_kokusai_iryo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/62rakuno_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/63reitaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/67nara_gakuen.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/549/20150327_985257.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/509/20150327_123290.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/64osaka_ongaku_tanki.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/65kamakura_jyoshi_tanki.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2014/66hokuriku_gakuin_tanki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/1_h26_asahikawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/2_h26_obihirootani.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/3_h26_kokugakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/4_h26_hokkaidomusashi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/5_h26_tohokubunkyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/6_h26_tokiwa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/7_h26_ashikaga.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/8_h26_ikuei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/9_h26_musashigaoka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/10_h26_otsuma.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/11_h26_komazawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/12_h26_joshieiyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/13_h26_shiraume.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/14_h26_sokajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/15_h26_teiseigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/16_h26_tokyoseitoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/17_h26_mejiro.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/18_h26_izumi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/19_h26_odawara.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/20_h26_jochi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/21_h26_showaongaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/22_h26_senzokukodomo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/23_h26_meirin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/24_h26_toyama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/25_h26_toyama-fukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/26_h26_kanazawaseiryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/27_h26_seisen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/28_h26_takayama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/29_h26_heiseiiryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/30_h26_tokoha.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/31_h26_toyohashisozo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/32_h26_nagoya-bunka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/33_h26_nagoya-ryujo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/34_h26_takada.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/36_h26_osaka-shinai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/37_h26_osaka-chiyoda.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/38_h26_shijonawate.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/39_h26_kinki-toyooka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/40_h26_seiwa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/41_h26_toyoshokuhin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/42_h26_narageijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/43_h26_narasaho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/44_h26_kibikokusai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/45_h26_mimasaka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/46_h26_suzugamine.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/47_h26_hijiyama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/48_h26_takamatsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/49_h26_kurumeshinai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/50_h26_junshin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/51_h26_fukuoka-iryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/52_h26_fukuoka-kogyo.pdf


中九州短期大学 短期大学基準協会 適格
別府溝部学園短期大学 短期大学基準協会 適格
南九州短期大学 短期大学基準協会 適格
鹿児島純心女子短期大学 短期大学基準協会 適格
鹿児島女子短期大学 短期大学基準協会 適格
成美大学短期大学部 短期大学基準協会 条件付き適格 平成25年度の再評価

３．高等専門学校

名  称 評価機関 評価結果 備  考
函館工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

苫小牧工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

秋田工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

福島工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

小山工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

群馬工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

長岡工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

石川工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

豊田工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

米子工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

津山工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大島商船高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

新居浜工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大分工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

近畿大学工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

４．専門職大学院
①法科大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考
愛知学院大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合
龍谷大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合
甲南大学（大学院法学研究科法務専攻） 大学基準協会 適合 平成25年度の追評価
中京大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合 平成25年度の追評価
白鴎大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合 平成25年度の追評価
筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻 大学評価・学位授与機構 基準に適合している

信州大学大学院法曹法務研究科法曹法務専攻 大学評価・学位授与機構 基準に適合していない

静岡大学大学院法務研究科法務専攻 大学評価・学位授与機構 基準に適合していない

北海学園大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合
京都産業大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合

②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考
甲南大学（大学院社会科学研究科会計専門職専攻） 大学基準協会 適合
東京工業大学（大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻） 大学基準協会 適合
東京農工大学（大学院工学府産業技術専攻）　 大学基準協会 適合
日本工業大学（大学院技術経営研究科技術経営専攻） 大学基準協会 適合
ビジネス・ブレークスルー大学（大学院経営学研究科経営管理専攻） 大学基準協会 不適合
明治大学（専門職大学院会計専門職研究科会計専門職専攻） 大学基準協会 適合
山口大学（大学院技術経営研究科技術経営専攻） 大学基準協会 適合
ＬＥＣ東京リーガルマインド大学院大学（高度専門職研究科会計専門職専攻） 大学基準協会 不適合
早稲田大学（大学院会計研究科会計専攻） 大学基準協会 適合
ビジネス・ブレークスルー大学（大学院経営学研究科グローバリゼーション専攻） 大学基準協会 不適合 平成24年度の追評価

③臨床心理

名  称 評価機関 評価結果 備  考
九州大学（大学院人間環境学府実践臨床心理学専攻） 日本臨床心理士資格認定協会 適合

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した１５高等専門学校の認証評価結果は全て「基準を満たしている」である。 

平成２６年度に認証評価機関３機関で実施した１０専門職大学院の認証評価結果は、「適合」・「基準に適合している」：７大学

院、「不適合」・「基準に適合していない」：３大学院である。 

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した１０専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：７大学院、「不適合」：３大学院

である。 

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した１専門職大学院の認証評価結果は「適合」である。 
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/53_h26_nakakyushu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/54_h26_beppumizobe.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/55_h26_minamikyushu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/56_h26_kagoshima-junshin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/57_h26_kagoshima-joshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h26/35_h26_seibi.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_hakodate_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_tomakomai_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_akita_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_fukushima_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_oyama_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_gunma_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_nagaoka_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_ishikawa_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_toyota_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_yonago_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_tsuyama_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_oshima_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_niihama_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_oita_k201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/kousen/no6_1_3_kinki_k201503.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/39/20150327_347858.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/25/20150327_243952.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/132/20150327_537342.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/215/20150327_889007.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/16/20150327_370174.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/houka/no6_2_tsukuba_h201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/houka/no6_2_shinshu_h201503.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201503/houka/no6_2_shizuoka_h201503.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2014_hokkaigakuen.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2014_kyotosangyo.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/132/20150327_150747.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/235/20150327_984415.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/444/20150327_149618.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/288/20150327_977997.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20150327_267846.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20150327_428080.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/497/20150327_830161.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/526/20150327_771056.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/355/20150327_805988.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20150327_719504.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsyohyoka_hokokusyo2015_03kyusyudaigaku.pdf


④公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考
北海道大学（大学院公共政策学教育部公共政策学専攻） 大学基準協会 適合

⑤産業技術

名  称 評価機関 評価結果 備  考
東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 日本技術者教育認定機構 適合
神戸情報大学院大学情報技術研究科情報システム専攻 日本技術者教育認定機構 適合

⑥知的財産

名  称 評価機関 評価結果 備  考
東京理科大学（大学院イノベーション研究科知的財産戦略専攻） 大学基準協会 適合
日本大学（大学院知的財産研究科知的財産専攻） 大学基準協会 適合

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した２専門職大学院の認証評価結果は、全て「適合」である。 

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した２専門職大学院の認証評価結果は、全て「適合」である。 

平成２６年度に認証評価機関１機関で実施した１専門職大学院の認証評価結果は「適合」である。 
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http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/19/20150327_936976.pdf
http://www.jabee.org/public_doc/download/?docid=4006
http://www.jabee.org/public_doc/download/?docid=4008
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/249/20150327_723881.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/286/20150327_988626.pdf

