
     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

愛知淑徳大学 大学基準協会 適合

藍野大学 大学基準協会 適合

青森県立保健大学 大学基準協会 適合

愛媛県立医療技術大学 大学基準協会 適合

大阪経済大学 大学基準協会 適合

北里大学 大学基準協会 適合

岐阜聖徳学園大学 大学基準協会 適合

共愛学園前橋国際大学 大学基準協会 適合

京都産業大学 大学基準協会 適合

京都橘大学 大学基準協会 適合

国立音楽大学 大学基準協会 適合

熊本県立大学 大学基準協会 適合

群馬県立女子大学 大学基準協会 適合

皇學館大学 大学基準協会 適合

神戸市外国語大学 大学基準協会 適合

神戸市看護大学 大学基準協会 適合

神戸女子大学 大学基準協会 適合

滋賀県立大学 大学基準協会 適合

静岡県立大学 大学基準協会 適合

下関市立大学 大学基準協会 適合

順天堂大学 大学基準協会 適合

城西大学 大学基準協会 適合

城西国際大学 大学基準協会 適合

上智大学 大学基準協会 適合

情報セキュリティ大学院大学 大学基準協会 適合

昭和薬科大学 大学基準協会 適合

成蹊大学 大学基準協会 適合

聖心女子大学 大学基準協会 適合

聖マリアンナ医科大学 大学基準協会 適合

聖隷クリストファー大学 大学基準協会 適合

大東文化大学 大学基準協会 適合

高崎経済大学 大学基準協会 適合

高崎健康福祉大学 大学基準協会 適合

中央大学 大学基準協会 適合

つくば国際大学 大学基準協会 適合

東京歯科大学 大学基準協会 適合

東京慈恵会医科大学 大学基準協会 適合

東京女子大学 大学基準協会 適合

東京電機大学 大学基準協会 適合

東京都市大学 大学基準協会 適合

東北福祉大学 大学基準協会 適合

東洋英和女学院大学 大学基準協会 適合

常磐大学 大学基準協会 適合

豊田工業大学 大学基準協会 適合

長浜バイオ大学 大学基準協会 適合

名古屋外国語大学 大学基準協会 適合

名古屋市立大学 大学基準協会 適合

新見公立大学 大学基準協会 適合

平成28年度実施の認証評価結果（概況）

  平成２８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」：１５２大学、 

「保留」：３大学である。 
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http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/41/20170322_217879.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/42/20170322_256889.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/3/20170407_284491.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/55/20170322_827131.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/63/20170322_211674.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/93/20170322_753875.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/96/20170322_372010.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/103/20170322_437418.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/107/20170322_690300.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/111/20170322_702971.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/121/20170322_449963.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/123/20170322_687901.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/559/20170322_854940.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/131/20170322_230208.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/136/20170322_949969.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/137/20170322_113037.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/140/20170322_776595.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/408/20170322_577188.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/160/20170322_591521.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/165/20170322_827788.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/169/20170322_103331.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/170/20170322_720287.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/171/20170322_692205.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/172/20170322_760520.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/176/20170322_469428.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/178/20170322_898207.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/185/20170322_735317.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/187/20170322_614871.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/192/20170322_856533.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/194/20170322_117939.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/202/20170322_351542.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/203/20170322_336180.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/204/20170322_238399.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/213/20170322_647967.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/433/20170322_695941.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/238/20170322_990218.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/239/20170322_590402.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/241/20170322_611022.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/245/20170322_238071.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/246/20170322_132616.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/254/20170322_961665.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/256/20170322_481928.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/258/20170322_566998.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/263/20170322_956501.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/269/20170322_633949.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/272/20170322_291851.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/561/20170322_586913.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/562/20170322_787771.pdf


ノートルダム清心女子大学 大学基準協会 適合

白鷗大学 大学基準協会 適合

広島市立大学 大学基準協会 適合

福井県立大学 大学基準協会 適合

藤女子大学 大学基準協会 適合

宮崎公立大学 大学基準協会 適合

明治薬科大学 大学基準協会 適合

山形県立保健医療大学 大学基準協会 適合

埼玉大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

お茶の水女子大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

広島大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

秋田県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

前橋工科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

首都大学東京 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

富山県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

石川県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

静岡文化芸術大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

京都府立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大阪府立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

兵庫県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

岡山県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福山市立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

九州歯科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福岡県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福岡女子大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大分県立看護科学大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

愛国学園大学 日本高等教育評価機構 保留

愛知工科大学 日本高等教育評価機構 適合

愛知東邦大学 日本高等教育評価機構 適合

青森中央学院大学 日本高等教育評価機構 適合

朝日大学 日本高等教育評価機構 適合

旭川大学 日本高等教育評価機構 適合

芦屋大学 日本高等教育評価機構 適合

宇部フロンティア大学 日本高等教育評価機構 適合

奥羽大学 日本高等教育評価機構 適合

桜花学園大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪大谷大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪経済法科大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪芸術大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪工業大学 日本高等教育評価機構 適合

鹿児島純心女子大学 日本高等教育評価機構 適合

関西医療大学 日本高等教育評価機構 適合

関西福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

畿央大学 日本高等教育評価機構 適合

九州栄養福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

九州共立大学 日本高等教育評価機構 適合

京都外国語大学 日本高等教育評価機構 適合

健康科学大学 日本高等教育評価機構 適合

甲子園大学 日本高等教育評価機構 適合

神戸芸術工科大学 日本高等教育評価機構 適合

神戸山手大学 日本高等教育評価機構 適合

郡山女子大学 日本高等教育評価機構 適合

国士舘大学 日本高等教育評価機構 適合

埼玉学園大学 日本高等教育評価機構 適合

滋慶医療科学大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

静岡福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

至誠館大学 日本高等教育評価機構 適合

純真学園大学 日本高等教育評価機構 適合

松蔭大学 日本高等教育評価機構 保留

杉野服飾大学 日本高等教育評価機構 適合
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http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/298/20170322_621568.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/16/20170322_838430.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/308/20170322_771423.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/310/20170322_682962.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/317/20170322_802648.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/331/20170322_211534.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/338/20170322_597022.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/341/20170322_399673.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_saitama_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_ocha_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_hiroshima_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_akita-pu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_maebashi-it_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_tmu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_pu-toyama_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_ishikawa-pu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_suac_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_kpu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_osakafu-u_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_u-hyogo_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_oka-pu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fcu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_kyu-dent_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fpu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fwu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_oita-nhs_d201703.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/01aikoku_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/02aichi_university_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/03aichi_toho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/04aomori_chuo_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/05asahi_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/06asahikawa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/07ashiya_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/08ube_frontier_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/09ohu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/10ohkagakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/11osaka_ohtani_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/12osaka_university_of_economics_and_law.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/13osaka_university_of_arts.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/14osaka_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/15kagoshima_immaculate_heart_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/16kansai_university_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/17kansai_university_of_social_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/18kio_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/19kyushu_nutrition_welfare_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/20kyushu_kyoritsu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/21kyoto_university_of_foreign_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/22health_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/23koshien_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/24kobe_design_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/25kobeyamate_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/26koriyama_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/27kokushikan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/28saitama_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/29graduate_school_of_health_care_sciences_jikei_institute.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/30shizuoka_university_of_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/31shiseikan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/32junshin_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/33shoin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/34sugino_fashion_college.pdf


鈴鹿大学 日本高等教育評価機構 適合

摂南大学 日本高等教育評価機構 適合

高岡法科大学 日本高等教育評価機構 適合

筑紫女学園大学 日本高等教育評価機構 保留

千歳科学技術大学 日本高等教育評価機構 適合

千葉経済大学 日本高等教育評価機構 適合

中京学院大学 日本高等教育評価機構 適合

中国学園大学 日本高等教育評価機構 適合

筑波学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東亜大学 日本高等教育評価機構 適合

東海学園大学 日本高等教育評価機構 適合

東京家政学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東京純心大学 日本高等教育評価機構 適合

道都大学 日本高等教育評価機構 適合

桐朋学園大学 日本高等教育評価機構 適合

桐朋学園大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東北公益文科大学 日本高等教育評価機構 適合

東北女子大学 日本高等教育評価機構 適合

東北文教大学 日本高等教育評価機構 適合

常磐会学園大学 日本高等教育評価機構 適合

徳山大学 日本高等教育評価機構 適合

豊橋創造大学 日本高等教育評価機構 適合

長岡大学 日本高等教育評価機構 適合

名古屋音楽大学 日本高等教育評価機構 適合

名古屋学芸大学 日本高等教育評価機構 適合

名古屋造形大学 日本高等教育評価機構 適合

日本映画大学 日本高等教育評価機構 適合

日本獣医生命科学大学 日本高等教育評価機構 適合

日本文化大学 日本高等教育評価機構 適合

日本保健医療大学 日本高等教育評価機構 適合

日本薬科大学 日本高等教育評価機構 適合

ノースアジア大学 日本高等教育評価機構 適合

梅花女子大学 日本高等教育評価機構 適合

東大阪大学 日本高等教育評価機構 適合

兵庫大学 日本高等教育評価機構 適合

びわこ成蹊スポーツ大学 日本高等教育評価機構 適合

北海商科大学 日本高等教育評価機構 適合

北海道情報大学 日本高等教育評価機構 適合

松山東雲女子大学 日本高等教育評価機構 適合

宮崎産業経営大学 日本高等教育評価機構 適合

目白大学 日本高等教育評価機構 適合

ものつくり大学 日本高等教育評価機構 適合

盛岡大学 日本高等教育評価機構 適合

安田女子大学 日本高等教育評価機構 適合

ヤマザキ学園大学 日本高等教育評価機構 適合

山梨学院大学 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 適合 平成26年度の再評価
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/35suzuka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/36setsunan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/37takaoka_university_of_law.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/38chikushi_jogakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/39chitose_institute_of_science_and_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/40chiba_keizai_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/41chukyo_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/42chugokugakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/43tsukuba_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/44university_of_east_asia.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/45tokaigakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/46tokyo_kasei_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/47tokyo_junshin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/48dohto_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/49toho_gakuen_school_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/50toho_gakuen_graduate_school.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/51tohoku_university_of_community_service_and_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/52tohoku_womens_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/53tohoku_bunkyo_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/54tokiwakai_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/55tokuyama_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/56toyohashi_sozo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/57nagaoka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/58nagoya_college_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/59nagoyauniversity_of_arts_and_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/60nagoya_zokei_university_of_art＆design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/61japan_institute_of_the_moving_image.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/62nippon_veterinary_and_life_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/63nihonbunka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/64japan_university_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/65nihon_pharmaceutical_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/66north_asia_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/67baika_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/68higashiosaka_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/69hyogo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/70biwako_seikei_sport_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/71hokkai_school_of_commerce.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/72hokkaido_information_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/73matsuyama_shinonome_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/74miyazaki_sangyo-keiei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/75mejiro_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/76institute_of_technologists.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/77the_university_of_morioka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/78yasuda_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/79yamazaki_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/80yamanashi_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/81saniku_gakuin_college.pdf


２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

大分県立芸術文化短期大学 大学基準協会 適合

岐阜市立女子短期大学 大学基準協会 適合

静岡県立大学短期大学部 大学基準協会 適合

大阪芸術大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

中村学園大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

兵庫大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

函館大谷短期大学 短期大学基準協会 適格

北翔大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

青森明の星短期大学 短期大学基準協会 適格

東北女子短期大学 短期大学基準協会 適格

八戸学院短期大学 短期大学基準協会 適格

盛岡大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

宮城誠真短期大学 短期大学基準協会 適格

聖園学園短期大学 短期大学基準協会 適格

郡山女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

福島学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

茨城女子短期大学 短期大学基準協会 適格

宇都宮短期大学 短期大学基準協会 適格

國學院大學栃木短期大学 短期大学基準協会 適格

作新学院大学女子短期大学部 短期大学基準協会 条件付き適格

高崎商科大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

明和学園短期大学 短期大学基準協会 適格

浦和大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

城西短期大学 短期大学基準協会 適格

山村学園短期大学 短期大学基準協会 適格

千葉明徳短期大学 短期大学基準協会 適格

共立女子短期大学 短期大学基準協会 適格

国際短期大学 短期大学基準協会 適格

女子美術大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

杉野服飾大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

星美学園短期大学 短期大学基準協会 適格

鶴川女子短期大学 短期大学基準協会 適格

東京家政大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

東京交通短期大学 短期大学基準協会 適格

東邦音楽短期大学 短期大学基準協会 適格

日本歯科大学東京短期大学 短期大学基準協会 適格

山野美容芸術短期大学 短期大学基準協会 適格

神奈川歯科大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

聖セシリア女子短期大学 短期大学基準協会 条件付き適格

鶴見大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

横浜女子短期大学 短期大学基準協会 適格

新潟工業短期大学 短期大学基準協会 適格

金沢学院短期大学 短期大学基準協会 適格

小松短期大学 短期大学基準協会 適格

岐阜聖徳学園大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

中京学院大学中京短期大学部 短期大学基準協会 適格

愛知みずほ大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

名古屋女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

鈴鹿大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

滋賀文教短期大学 短期大学基準協会 適格

京都経済短期大学 短期大学基準協会 適格

大阪青山大学短期大学部 短期大学基準協会 条件付き適格

大阪キリスト教短期大学 短期大学基準協会 適格

大阪健康福祉短期大学 短期大学基準協会 適格

  平成２８年度に認証評価機関３機関で実施した７２短期大学の認証評価結果は、「適合」・「適格」：６９短期大学、 

「条件付き適格」：３短期大学である。 
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http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/565/20170322_745904.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/564/20170322_456670.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/506/20170322_224706.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/01osaka_university_of_arts_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/02nakamura_gakuen_university_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/03hyogo_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/1_h28_hakodateotani.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/2_h28_hokusho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/3_h28_aomoriakenohoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/4_h28_tohokujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/5_h28_hachinohegakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/6_h28_moriokadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/7_h28_miyagiseishin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/8_h28_misonogakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/9_h28_koriyamajoshidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/10_h28_fukushimagakuindaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/11_h28_ibarakijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/12_h28_utsunomiya.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/13_h28_kokugakuintochigi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/14_h28_sakushindaigakujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/15_h28_takasakishokadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/16_h28_meiwagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/17_h28_urawadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/18_h28_josai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/19_h28_yamamuragakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/20_h28_chibameitoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/21_h28_kyoritsujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/22_h28_kokusai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/23_h28_joshibijutsudaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/24_h28_suginofukushoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/25_h28_seibigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/26_h28_tsurukawajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/27_h28_tokyokaseidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/28_h28_tokyokotsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/29_h28_tohoongaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/30_h28_nihonshikatokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/31_h28_yamanobiyogeijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/32_h28_kanagawashika.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/33_h28_cecilia.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/34_h28_tsurumidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/35_h28_yokohamajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/36_h28_niigatakogyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/37_h28_kanazawagakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/38_h28_komatsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/39_h28_gifushotokugakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/40_h28_chukyogakuindaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/41_h28_aichimizuhodaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/42_h28_nagoyajoshidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/43_h28_suzukadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/44_h28_shigabunkyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/45_h28_kyotokeizai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/46_h28_osakaaoyama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/47_h28_osakakirisutokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/48_h28_osakakenkofukushi.pdf


甲子園短期大学 短期大学基準協会 適格

神戸女子短期大学 短期大学基準協会 適格

神戸山手短期大学 短期大学基準協会 適格

産業技術短期大学 短期大学基準協会 適格

奈良学園大学奈良文化女子短期大学部 短期大学基準協会 適格

白鳳短期大学 短期大学基準協会 適格

和歌山信愛女子短期大学 短期大学基準協会 適格

徳島工業短期大学 短期大学基準協会 適格

今治明徳短期大学 短期大学基準協会 適格

松山東雲短期大学 短期大学基準協会 適格

西南女学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

東海大学福岡短期大学 短期大学基準協会 適格

九州龍谷短期大学 短期大学基準協会 適格

大分短期大学 短期大学基準協会 適格

沖縄キリスト教短期大学 短期大学基準協会 適格

沖縄女子短期大学 短期大学基準協会 適格

夙川学院短期大学 短期大学基準協会 適格 平成22年度の再評価

福岡こども短期大学 短期大学基準協会 適格 平成22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

仙台高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

富山高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

香川高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

熊本高等専門学校 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

駒澤大学大学院法曹養成研究科 日弁連法務研究財団 適合 第１分野再評価

早稲田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

事業構想大学院大学事業構想研究科事業構想専攻 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 追評価

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 追評価

③臨床心理

名  称 評価機関 評価結果 備  考

鹿児島大学（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

広島国際大学（大学院心理科学研究科実践臨床心理学専攻） 日本臨床心理士資格認定協会 適合

帝塚山学院大学（大学院人間科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

  平成２８年度に認証評価機関１機関で実施した４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２８年度に認証評価機関１機関で実施した３専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：１大学院、「不適合」２大

学院である。 

  平成２８年度に認証評価機関１機関で実施した３専門職大学院の認証評価結果は全て「適合」である。 

  平成２８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。 
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/49_h28_koshien.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/50_h28_kobejoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/51_h28_kobeyamate.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/52_h28_sangyogijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/53_h28_naragakuennarabunkajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/54_h28_hakuho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/55_h28_wakayamashinaijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/56_h28_tokushimakogyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/57_h28_imabarimeitoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/58_h28_matsuyamashinonome.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/59_h28_seinanjogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/60_h28_tokaidaigakufukuoka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/61_h28_kyushuryukoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/62_h28_oita.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/63_h28_okinawakirisutokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/64_h28_okinawajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/saihyoka_h22/2_shukugawa_h22.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/saihyoka_h22/3_h28_fukuokakodomo_h22.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_sendai_k201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_toyama_k201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_kagawa_k201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_kumamoto_k201703.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2016_komazawauniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2016_wasedauniv.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/563/20170322_173479.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20170322_697909.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/452/20170322_584627.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/02-kagoshima_2016_03.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/03-hiroshima_2016_03.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/04-tezukayama_2016_03.pdf


④教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考

宮城教育大学（大学院教育学研究科高度教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

岐阜大学（大学院教育学研究科教職実践開発専攻） 教員養成評価機構 適合

奈良教育大学（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

早稲田大学（大学院教職研究科高度教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

常葉大学（大学院初等教育高度実践研究科初等教育高度実践専攻） 教員養成評価機構 適合

⑤公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考

明治大学専門職大学院ガバナンス研究科ガバナンス専攻 大学基準協会 適合

⑥公衆衛生

名  称 評価機関 評価結果 備  考

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻 大学基準協会 適合

  平成２８年度に認証評価機関１機関で実施した５専門職大学院の認証評価結果は全て「適合」である。 

  平成２８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２８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.iete.jp/project/h28/kekka/miyagi.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/gifu.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/nara.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/waseda.pdf
http://www.iete.jp/project/h28/kekka/tokoha.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20170322_102978.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/226/20170322_131206.pdf

