
※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
跡見学園女子大学 大学基準協会 適合
岩手県立大学 大学基準協会 適合
大阪産業大学 大学基準協会 期限付適合
大阪体育大学 大学基準協会 適合
大谷大学 大学基準協会 適合
学習院大学 大学基準協会 適合
活水女子大学 大学基準協会 適合
神奈川大学 大学基準協会 適合
金沢工業大学 大学基準協会 適合
川崎医科大学 大学基準協会 適合
九州ルーテル学院大学 大学基準協会 適合
京都光華女子大学 大学基準協会 適合
京都精華大学 大学基準協会 適合
京都ノートルダム女子大学 大学基準協会 適合
京都薬科大学 大学基準協会 適合
杏林大学 大学基準協会 適合
熊本学園大学 大学基準協会 適合
高知県立大学 大学基準協会 適合
神戸松蔭女子学院大学 大学基準協会 適合
神戸女学院大学 大学基準協会 適合
神戸薬科大学 大学基準協会 適合
國學院大學 大学基準協会 適合
国際教養大学 大学基準協会 適合
国際武道大学 大学基準協会 適合
就実大学 大学基準協会 適合
湘南工科大学 大学基準協会 適合
女子美術大学 大学基準協会 適合
成城大学 大学基準協会 適合
清泉女学院大学 大学基準協会 適合
洗足学園音楽大学 大学基準協会 適合
多摩美術大学 大学基準協会 適合
千葉県立保健医療大学 大学基準協会 適合
天理大学 大学基準協会 適合
東京基督教大学 大学基準協会 適合
東京情報大学 大学基準協会 適合
長岡造形大学 大学基準協会 適合
日本赤十字秋田看護大学 大学基準協会 適合
日本赤十字看護大学 大学基準協会 適合
日本赤十字九州国際看護大学 大学基準協会 適合
日本赤十字広島看護大学 大学基準協会 適合
フェリス女学院大学 大学基準協会 適合
福岡大学 大学基準協会 適合
文教大学 大学基準協会 適合
北星学園大学 大学基準協会 適合
武庫川女子大学 大学基準協会 適合
武蔵野美術大学 大学基準協会 適合
明治学院大学 大学基準協会 適合
名城大学 大学基準協会 適合
山梨英和大学 大学基準協会 適合
横浜美術大学 大学基準協会 適合
立正大学 大学基準協会 適合
立命館アジア太平洋大学 大学基準協会 適合
和歌山県立医科大学 大学基準協会 適合
北海道大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

北海道教育大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

小樽商科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

茨城大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

宇都宮大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

群馬大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

東京大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

東京医科歯科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

電気通信大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福井大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

平成27年度実施の認証評価結果（概況）
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  平成２７年度に認証評価機関３機関で実施した１５５大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」・「認定」：１４９大学、

「期限付き適合」：１大学、「保留」：５大学である。 

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/47/20160323_133382.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/53/20160323_785207.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/65/20160323_704874.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/67/20160323_639178.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/70/20160323_661412.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/530/20160323_831483.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/76/20160323_283033.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/77/20160323_549059.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/82/20160323_842704.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/84/20160323_754836.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/102/20160323_957100.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/106/20160323_262543.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/106/20160323_262543.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/112/20160323_985058.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/114/20160323_445685.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/116/20160323_645465.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/122/20160323_505743.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/552/20160323_900030.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/138/20160323_908247.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/139/20160323_337159.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/142/20160323_636456.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/144/20160323_943180.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/553/20160323_721436.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/147/20160323_317434.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/166/20160323_754331.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/173/20160323_587721.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/179/20160323_631493.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/186/20160323_706702.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/188/20160323_320501.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/196/20160323_445801.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/208/20160323_777449.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/554/20160323_485083.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/12/20160323_723098.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/233/20160323_168199.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/240/20160323_921574.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/265/20160323_274067.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/555/20160323_809169.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/292/20160323_191801.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/293/20160323_708210.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/295/20160323_345146.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/309/20160323_816277.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/311/20160323_103189.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/319/20160323_253145.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/323/20160323_795263.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/332/20160323_970488.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/23/20160323_990376.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/337/20160323_725064.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/24/20160323_704796.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/343/20160323_213364.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/556/20160323_526856.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/346/20160323_491599.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/348/20160323_453843.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/353/20160323_928820.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_hokudai_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_hokkyodai_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_otaru-uc_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_ibaraki_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_utsunomiya-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_gunma_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_u-tokyo_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_tmd_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_uec_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_u-fukui_d201603.pdf


静岡大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

名古屋工業大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

滋賀大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

滋賀医科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大阪大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

奈良教育大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

島根大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

山口大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

香川大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福岡教育大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

九州工業大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

佐賀大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

熊本大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大分大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

奈良先端科学技術大学院大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

神奈川県立保健福祉大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

横浜市立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大阪市立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

尾道市立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

北九州市立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

宮崎県立看護大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

日本社会事業大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

光産業創成大学院大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

愛知産業大学 日本高等教育評価機構 適合
大阪樟蔭女子大学 日本高等教育評価機構 適合
大阪保健医療大学 日本高等教育評価機構 適合
大手前大学 日本高等教育評価機構 適合
川村学園女子大学 日本高等教育評価機構 適合
関西国際大学 日本高等教育評価機構 適合
関西福祉科学大学 日本高等教育評価機構 適合
吉備国際大学 日本高等教育評価機構 適合
金城大学 日本高等教育評価機構 適合
久留米工業大学 日本高等教育評価機構 適合
甲南女子大学 日本高等教育評価機構 適合
神戸国際大学 日本高等教育評価機構 適合
作新学院大学 日本高等教育評価機構 適合
四国学院大学 日本高等教育評価機構 適合
静岡産業大学 日本高等教育評価機構 適合
四天王寺大学 日本高等教育評価機構 適合
秀明大学 日本高等教育評価機構 適合
尚美学園大学 日本高等教育評価機構 適合
昭和大学 日本高等教育評価機構 保留
昭和音楽大学 日本高等教育評価機構 適合
女子栄養大学 日本高等教育評価機構 適合
仁愛大学 日本高等教育評価機構 適合
鈴鹿医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合
成安造形大学 日本高等教育評価機構 適合
星城大学 日本高等教育評価機構 適合
聖徳大学 日本高等教育評価機構 適合
相愛大学 日本高等教育評価機構 適合
崇城大学 日本高等教育評価機構 適合
第一工業大学 日本高等教育評価機構 適合
高松大学 日本高等教育評価機構 適合
宝塚大学 日本高等教育評価機構 適合
千葉商科大学 日本高等教育評価機構 適合
東海学院大学 日本高等教育評価機構 適合
東京有明医療大学 日本高等教育評価機構 適合
東京音楽大学 日本高等教育評価機構 適合
東京成徳大学 日本高等教育評価機構 適合
東京富士大学 日本高等教育評価機構 適合
東都医療大学 日本高等教育評価機構 適合
東北芸術工科大学 日本高等教育評価機構 適合
長崎ウエスレヤン大学 日本高等教育評価機構 適合
長野大学 日本高等教育評価機構 適合
名古屋経済大学 日本高等教育評価機構 保留
名古屋産業大学 日本高等教育評価機構 適合
名古屋女子大学 日本高等教育評価機構 保留
日本医科大学 日本高等教育評価機構 適合
日本工業大学 日本高等教育評価機構 適合
日本体育大学 日本高等教育評価機構 適合
人間環境大学 日本高等教育評価機構 適合
人間総合科学大学 日本高等教育評価機構 適合
比治山大学 日本高等教育評価機構 適合
姫路獨協大学 日本高等教育評価機構 適合
弘前医療福祉大学 日本高等教育評価機構 適合
広島経済大学 日本高等教育評価機構 適合
広島工業大学 日本高等教育評価機構 適合

http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_shizuoka_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_nitech_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_shiga-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_shiga-med_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_osaka-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_nara-edu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_shimane-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_yamaguchi-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kagawa-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_fukuoka-edu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kyutech_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_saga_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kumamoto-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_oita-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_naist_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kuhs_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_ycu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_ado2015osaka-cu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_onomichi-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kitakyu-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_mpu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_jcsw_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_gpi_d201603.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/01aichi_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/02osaka_shoin_women’s_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/03osaka_health_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/04otemae_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/05kawamura_gakuen_woman's_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/06kansai_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/07kansai_university_of_welfare_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/08kibi_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/09kinjo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/10kurume_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/11konan_women’s_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/12kobe_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/13sakushin_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/14shikoku_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/15shizuoka_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/16shitennoji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/17shumei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/18shobi_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/19showa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/20showa_university_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/21kagawa_nutrition_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/22jin-ai_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/23suzuka_university_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/24seian_university_of_art_and_design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/25seijoh_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/26seitoku_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/27soai_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/28sojo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/29daiichi_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/30takamatsu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/31takarazuka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/32chiba_university_of_commerce.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/33tokai_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/34tokyo_ariake_university_of_medical_and_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/35tokyo_college_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/36tokyo_seitoku_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/37tokyofuji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/38tohto_college_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/39tohoku_university_of_art_and_design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/40nagasaki_wesleyan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/41nagano_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/42nagoya_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/43nagoya_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/44nagoya_women's_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/45nippon_medical_school.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/46nippon_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/47nippon_sport_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/48university_of_human_environments.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/49university_of_human_arts_and_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/50hijiyama_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/51himeji_dokkyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/52hirosaki_university_of_health_and_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/53hiroshima_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/54hiroshima_institute_of_technology.pdf


広島国際大学 日本高等教育評価機構 適合
広島国際学院大学 日本高等教育評価機構 保留
広島都市学園大学 日本高等教育評価機構 適合
びわこ学院大学 日本高等教育評価機構 適合
文化ファッション大学院大学 日本高等教育評価機構 適合
平成音楽大学 日本高等教育評価機構 保留
平成国際大学 日本高等教育評価機構 適合
北海道科学大学 日本高等教育評価機構 適合
松本大学 日本高等教育評価機構 適合
松本歯科大学 日本高等教育評価機構 適合
美作大学 日本高等教育評価機構 適合
宮崎国際大学 日本高等教育評価機構 適合
武蔵野学院大学 日本高等教育評価機構 適合
横浜薬科大学 日本高等教育評価機構 適合
種智院大学 日本高等教育評価機構 適合 平成25年度の再評価

２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考
岩手県立大学宮古短期大学部 大学基準協会 適合
岩手県立大学盛岡短期大学部 大学基準協会 適合
大谷大学短期大学部 大学基準協会 適合
大月短期大学 大学基準協会 適合
至学館大学短期大学部 大学基準協会 適合
東海学院大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合
びわこ学院大学短期大学部  日本高等教育評価機構 適合
釧路短期大学 短期大学基準協会 適格
光塩学園女子短期大学 短期大学基準協会 適格
札幌大学女子短期大学部 短期大学基準協会 適格
拓殖大学北海道短期大学 短期大学基準協会 適格
北星学園大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
青森中央短期大学 短期大学基準協会 適格
弘前医療福祉大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
仙台青葉学院短期大学 短期大学基準協会 適格
東北生活文化大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
いわき短期大学 短期大学基準協会 適格
宇都宮文星短期大学 短期大学基準協会 条件付き適格
秋草学園短期大学 短期大学基準協会 適格
埼玉東萌短期大学 短期大学基準協会 適格
武蔵野短期大学 短期大学基準協会 適格
東京経営短期大学 短期大学基準協会 適格
有明教育芸術短期大学 短期大学基準協会 適格
帝京大学短期大学 短期大学基準協会 適格
日本歯科大学新潟短期大学 短期大学基準協会 適格
帝京学園短期大学 短期大学基準協会 適格
上田女子短期大学 短期大学基準協会 適格
佐久大学信州短期大学部 短期大学基準協会 適格
松本大学松商短期大学部 短期大学基準協会 適格
正眼短期大学 短期大学基準協会 適格
愛知工科大学自動車短期大学 短期大学基準協会 適格
名古屋短期大学 短期大学基準協会 適格
滋賀短期大学 短期大学基準協会 適格
京都光華女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
京都聖母女学院短期大学 短期大学基準協会 適格
大阪国際大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
大阪城南女子短期大学 短期大学基準協会 適格
大阪夕陽丘学園短期大学 短期大学基準協会 適格
四天王寺大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
常磐会短期大学 短期大学基準協会 適格
プール学院大学短期大学部 短期大学基準協会 条件付き適格
頌栄短期大学 短期大学基準協会 適格
園田学園女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
武庫川女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
就実短期大学 短期大学基準協会 適格
中国短期大学 短期大学基準協会 適格
山陽女子短期大学 短期大学基準協会 適格
下関短期大学 短期大学基準協会 適格
聖カタリナ大学短期大学部 短期大学基準協会 適格
九州大谷短期大学 短期大学基準協会 適格
西日本短期大学 短期大学基準協会 条件付き適格
東筑紫短期大学 短期大学基準協会 適格
福岡女子短期大学 短期大学基準協会 適格
東九州短期大学 短期大学基準協会 適格
第一幼児教育短期大学 短期大学基準協会 適格 平成22年度の再評価

平成２７年度に認証評価機関３機関で実施した５７短期大学の認証評価結果は、「適合」・「適格」：５４短期大学、「条件付き適

格」：３短期大学である。 
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/2_h27_koengakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/3_h27_sapporojoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/4_h27_takushoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/5_h27_hokuseigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/6_h27_aomorichuo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/7_h27_hirosakiiryofukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/8_h27_sendaiseiyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/9_h27_tohokuseikatsubunka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/10_h27_iwaki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/11_h27_utsunomiyabunsei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/12_h27_akikusagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/13_h27_saitamatoho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/14_h27_musashino.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/15_h27_tokyokeiei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/16_h27_ariakekyoikugeijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/17_h27_teikyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/18_h27_nihonshikaniigata.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/19_h27_teikyogakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/20_h27_uedajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/21_h27_sakudaigakushinshu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/22_h27_matsumotodaigakumatsusho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/23_h27_shogen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/24_h27_aichikoka.pdf
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/27_h27_kyotokokajoshi.pdf
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/35_h27_shoei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/36_h27_sonodagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/37_h27_mukogawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/38_h27_shujitsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/39_h27_chugoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/40_h27_sanyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/41_h27_shimonoseki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/42_h27_seikatarina.pdf
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/47_h27_higashikyushu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/48_h27_daiichiyoujikyouiku.pdf


東京福祉大学短期大学部 短期大学基準協会 適格 平成24年度の条件評価
大阪成蹊短期大学 短期大学基準協会 適格 平成24年度の条件評価

３．高等専門学校

名  称 評価機関 評価結果 備  考
神戸市立工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

サレジオ工業高等専門学校 大学改革支援・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
桐蔭横浜大学大学院法務研究科法務専攻 大学基準協会 不適合 追評価
名城大学大学院法務研究科法務専攻 大学基準協会 適合 追評価

千葉大学（大学院専門法務研究科法務専攻） 大学改革支援・学位授与機構 適合
成蹊大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合 再評価（第５分野）
山梨学院大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合 再評価（第５分野）

青山学院大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 不適合 再評価（第５分野）

琉球大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合 再評価（第５分野）

②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考
大原大学院大学（会計研究科会計専攻） 大学基準協会 適合
北九州市立大学（大学院マネジメント研究科マネジメント専攻） 大学基準協会 適合
グロービス経営大学院大学（経営研究科経営専攻） 大学基準協会 適合
事業創造大学院大学（事業創造研究科事業創造専攻） 大学基準協会 適合
長岡技術科学大学（大学院技術経営研究科システム安全専攻） 大学基準協会 不適合
新潟大学（大学院技術経営研究科技術経営専攻） 大学基準協会 適合
兵庫県立大学（大学院会計研究科会計専門職専攻） 大学基準協会 適合
立命館大学（大学院経営管理研究科経営管理専攻） 大学基準協会 適合

③助産

名  称 評価機関 評価結果 備  考
千里金蘭大学 一般財団法人日本助産評価機構 適合

④臨床心理

名  称 評価機関 評価結果 備  考
帝京平成大学（大学院臨床心理学研究科臨床心理学専攻） 日本臨床心理士資格認定協会 適合

⑤教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考
山形大学（大学院教育実践研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合
群馬大学（大学院教育学研究科教職リーダー専攻） 教員養成評価機構 適合
上越教育大学（大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻） 教員養成評価機構 適合
福井大学（大学院教育学研究科教職開発専攻） 教員養成評価機構 適合
愛知教育大学（大学院教育実践研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合
京都教育大学（大学院連合教職実践研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合
兵庫教育大学（大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻） 教員養成評価機構 適合
鳴門教育大学（大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻
） 教員養成評価機構 適合
創価大学（大学院教職研究科教職専攻） 教員養成評価機構 適合
玉川大学（大学院教育学研究科教職専攻） 教員養成評価機構 適合

平成２７年度に認証評価機関１機関で実施した２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２７年度に認証評価機関３機関で実施した７専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：５大学院、「不適合」：２大学院で

ある。 

平成２７年度に認証評価機関１機関で実施した８専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：７大学院、「不適合」：１大学院で

ある。 

平成２７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。 

平成２７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。 

平成２７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」である。 

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/49_h27_tokyofukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/50_h27_osakaseikei.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/kousen/no6_1_3_kobe_k201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/kousen/no6_1_3_salesio_k201603.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/224/20160323_695009.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/24/20160323_438960.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/houka/no6_2_chiba_h201603.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2015_seikeiuniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2015_yamagakuuniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2015_aogakuuniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2015_ryukyuuniv.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/524/20160323_688008.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/92/20160323_207746.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/125/20160323_940272.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/525/20160323_448102.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/452/20160323_365878.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/459/20160323_380966.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/472/20160323_207780.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/347/20160323_467889.pdf
http://www.josan-hyoka.org/shiryo/report/repo_senri_gakushi.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsyohyoka_houkokusyo_2015_02_baxtusui.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/yamagata.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/gunma.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/jyouetsu.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/fukui.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/aichi.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/kyotokyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/hyogokyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/naruto.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/souka.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/tamagawa.pdf


⑥公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考
京都大学大学院公共政策教育部公共政策専攻 大学基準協会 適合
早稲田大学大学院政治学研究科公共経営専攻 大学基準協会 適合

⑦産業技術

名  称 評価機関 評価結果 備  考
産業技術大学院大学産業技術研究科情報アーキテクチャ専攻 日本技術者教育認定機構 適合

⑧ファッション・ビジネス

名  称 評価機関 評価結果 備  考
文化ファッション大学院大学（大学院1研究科2専攻） 日本高等教育評価機構 適合

⑨公衆衛生

名  称 評価機関 評価結果 備  考
帝京大学（大学院公衆衛生学研究科公衆衛生学専攻） 大学基準協会 適合

⑩学校教育系

名  称 評価機関 評価結果 備  考
日本教育大学院大学（学校教育研究科学校教育専攻） 教員養成評価機構 不適合

平成２７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。 

平成２７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。 

平成２７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２７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。 

平成２７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、「不適合」である。 

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/7/20160323_692222.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/355/20160323_929119.pdf
http://www.jabee.org/public_doc/download/?docid=8523
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/01bunka_fashion_graduate_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/221/20160323_913705.pdf
http://www.iete.jp/project/h27/kekka/nihonkyouiku.pdf

