
     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

会津大学 大学基準協会 適合

麻布大学 大学基準協会 適合

追手門学院大学 大学基準協会 適合

大阪学院大学 大学基準協会 適合

香川県立保健医療大学 大学基準協会 適合

神奈川歯科大学 大学基準協会 適合

岐阜県立看護大学 大学基準協会 適合

共立女子大学 大学基準協会 適合

釧路公立大学 大学基準協会 適合

恵泉女学園大学 大学基準協会 適合

神戸学院大学 大学基準協会 適合

国際基督教大学 大学基準協会 適合

国際仏教学大学院大学 大学基準協会 適合

札幌市立大学 大学基準協会 適合

札幌医科大学 大学基準協会 適合

事業構想大学院大学 大学基準協会 適合

上武大学 大学基準協会 適合

昭和女子大学 大学基準協会 適合

白百合女子大学 大学基準協会 適合

西南学院大学 大学基準協会 適合

中部学院大学 大学基準協会 適合

津田塾大学 大学基準協会 適合

鶴見大学 大学基準協会 適合

デジタルハリウッド大学 大学基準協会 適合

東海大学 大学基準協会 適合

東京医科大学 大学基準協会 適合

東京家政大学 大学基準協会 適合

東京国際大学 大学基準協会 適合

東北学院大学 大学基準協会 適合

東洋学園大学 大学基準協会 適合

獨協医科大学 大学基準協会 適合

長崎純心大学 大学基準協会 適合

新潟県立看護大学 大学基準協会 適合

新潟産業大学 大学基準協会 期限付適合

日本大学 大学基準協会 適合

日本赤十字豊田看護大学 大学基準協会 適合

日本福祉大学 大学基準協会 適合

兵庫医科大学 大学基準協会 適合

弘前学院大学 大学基準協会 不適合

福知山公立大学 大学基準協会 適合

文星芸術大学 大学基準協会 期限付適合

星薬科大学 大学基準協会 適合

北海道医療大学 大学基準協会 適合

北海道文教大学 大学基準協会 適合

明星大学 大学基準協会 適合

山口県立大学 大学基準協会 適合

立教大学 大学基準協会 適合

ルーテル学院大学 大学基準協会 適合

平成29年度実施の認証評価結果（概況）

平成２９年度に認証評価機関３機関で実施した１４６大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」：１３９大学、

「保留」・「期限付適合」：５大学、「不適合」：２大学である。

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/566/20180328_457494.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/46/20180328_936032.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/57/20180328_987164.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/62/20180328_287760.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/73/20180328_353547.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/79/20180328_954605.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/95/20180328_940590.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/115/20180328_372483.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/120/20180328_266382.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/128/20180328_929764.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/135/20180328_701725.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/145/20180328_776278.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/146/20180328_230526.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/11/20180328_854507.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/155/20180328_337644.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/563/20180328_679344.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/174/20180328_904354.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/177/20180328_743735.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/180/20180328_528315.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/191/20180328_193131.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/216/20180328_156604.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/218/20180328_694300.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/220/20180328_244853.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/567/20180328_140393.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/225/20180328_894178.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/227/20180328_277249.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/232/20180328_555766.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/237/20180328_977387.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/253/20180328_664226.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/257/20180328_835506.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/261/20180328_465572.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/267/20180328_925042.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/461/20180328_492010.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/280/20180328_921806.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/286/20180328_872804.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/294/20180328_710676.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/297/20180328_104751.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/302/20180328_441669.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/304/20180328_582415.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/423/20180328_502733.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/321/20180328_317810.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/325/20180328_385289.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/326/20180328_923442.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/327/20180328_422341.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/339/20180328_493738.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/342/20180328_883671.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/345/20180328_934472.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/351/20180328_286429.pdf


帯広畜産大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

筑波大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

東京学芸大学 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

富山大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

琉球大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

政策研究大学院大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福島県立医科大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

愛知県立芸術大学 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

奈良県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

県立広島大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大阪女学院大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

放送大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

愛知学泉大学 日本高等教育評価機構 適合

愛知文教大学 日本高等教育評価機構 適合

青森大学 日本高等教育評価機構 適合

上野学園大学 日本高等教育評価機構 保留

浦和大学 日本高等教育評価機構 適合

エリザベト音楽大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪青山大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪河﨑リハビリテーション大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪観光大学 日本高等教育評価機構 保留

大阪国際大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪成蹊大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪総合保育大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪人間科学大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪物療大学 日本高等教育評価機構 適合

岡山学院大学 日本高等教育評価機構 適合

沖縄キリスト教学院大学 日本高等教育評価機構 適合

開智国際大学 日本高等教育評価機構 適合

関東学園大学 日本高等教育評価機構 適合

九州情報大学 日本高等教育評価機構 適合

共栄大学 日本高等教育評価機構 適合

京都華頂大学 日本高等教育評価機構 適合

京都情報大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

京都造形芸術大学 日本高等教育評価機構 適合

倉敷芸術科学大学 日本高等教育評価機構 適合

群馬医療福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

神戸医療福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

国際大学 日本高等教育評価機構 適合

札幌大学 日本高等教育評価機構 適合

札幌大谷大学 日本高等教育評価機構 適合

札幌国際大学 日本高等教育評価機構 適合

山陽小野田市立山口東京理科大学 日本高等教育評価機構 適合

山陽学園大学 日本高等教育評価機構 適合

四條畷学園大学 日本高等教育評価機構 適合

静岡英和学院大学 日本高等教育評価機構 適合

尚絅大学 日本高等教育評価機構 適合

尚絅学院大学 日本高等教育評価機構 適合

白梅学園大学 日本高等教育評価機構 適合

諏訪東京理科大学 日本高等教育評価機構 適合

星槎大学 日本高等教育評価機構 適合

聖泉大学 日本高等教育評価機構 適合

西南女学院大学 日本高等教育評価機構 適合

清和大学 日本高等教育評価機構 適合

千里金蘭大学 日本高等教育評価機構 適合

第一薬科大学 日本高等教育評価機構 適合

太成学院大学 日本高等教育評価機構 適合

高崎商科大学 日本高等教育評価機構 適合
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高千穂大学 日本高等教育評価機構 適合

宝塚医療大学 日本高等教育評価機構 適合

千葉科学大学 日本高等教育評価機構 適合

帝京平成大学 日本高等教育評価機構 適合

帝塚山学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東京医療学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東京福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

東北文化学園大学 日本高等教育評価機構 適合

徳島文理大学 日本高等教育評価機構 適合

苫小牧駒澤大学 日本高等教育評価機構 保留

富山国際大学 日本高等教育評価機構 適合

名古屋芸術大学 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 適合

西九州大学 日本高等教育評価機構 適合

日本ウェルネススポーツ大学 日本高等教育評価機構 適合

日本経済大学 日本高等教育評価機構 適合

日本女子体育大学 日本高等教育評価機構 適合

羽衣国際大学 日本高等教育評価機構 適合

八戸学院大学 日本高等教育評価機構 適合

浜松学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東日本国際大学 日本高等教育評価機構 適合

福島学院大学 日本高等教育評価機構 適合

福山大学 日本高等教育評価機構 適合

文化学園大学 日本高等教育評価機構 適合

平安女学院大学 日本高等教育評価機構 適合

北翔大学 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 適合

八洲学園大学 日本高等教育評価機構 適合

横浜商科大学 日本高等教育評価機構 適合

横浜創英大学 日本高等教育評価機構 適合

四日市大学 日本高等教育評価機構 適合

LEC東京リーガルマインド大学院大学 日本高等教育評価機構 不適合

稚内北星学園大学 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 適合 平成27年度の再評価

名古屋経済大学 日本高等教育評価機構 適合 平成27年度の再評価

名古屋女子大学 日本高等教育評価機構 適合 平成27年度の再評価

広島国際学院大学 日本高等教育評価機構 適合 平成27年度の再評価

平成音楽大学 日本高等教育評価機構 適合 平成27年度の再評価

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/47takachiho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/48takarazuka_university_of_medical_and_health_care.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/49chiba_institute_of_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/50teikyo_heisei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/51tezukayama_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/52university_of_tokyo_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/53tokyo_university_of_social_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/54tohoku_bunka_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/55tokushima_bunri_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/56tomakomai_komazawa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/57toyama_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/58nagoya_university_of_the_arts.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/59naragakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/60nishikyushu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/61nihon_wellness_sports_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/62japan_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/63japan_womens_college_of_physical_education.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/64hagoromo_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/65hachinohe_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/66hamamatsu_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/67higashi_nippon_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/68fukushima_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/69fukuyama_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/70bunka_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/71heian_jogakuin_st.agnes_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/72hokusho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/73college_of_healthcare_management.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/74yashima_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/75yokohama_college_of_commerce.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/76yokohama_soei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/77yokkaichi_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/78lec_graduate_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/79wakkanai_hokusei_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/80showa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/81nagoya_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/82nagoya_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/83hiroshima_kokusai_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/84heisei_college_of_music.pdf


２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

会津大学短期大学部 大学基準協会 適合

鹿児島県立短期大学 大学基準協会 適合

倉敷市立短期大学 大学基準協会 適合

三重短期大学 大学基準協会 適合

上野学園大学短期大学部 日本高等教育評価機構 保留

札幌大谷大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

山陽学園短期大学 日本高等教育評価機構 適合

静岡英和学院大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

第一幼児教育短期大学 日本高等教育評価機構 適合

福岡こども短期大学 日本高等教育評価機構 適合

文化学園大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

北海道科学大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

修紅短期大学 短期大学基準協会 適格

秋田栄養短期大学 短期大学基準協会 適格

聖霊女子短期大学 短期大学基準協会 適格

羽陽学園短期大学 短期大学基準協会 適格

つくば国際短期大学 短期大学基準協会 適格

関東短期大学 短期大学基準協会 適格

桐生大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

群馬医療福祉大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

新島学園短期大学 短期大学基準協会 適格

川口短期大学 短期大学基準協会 適格

埼玉女子短期大学 短期大学基準協会 適格

植草学園短期大学 短期大学基準協会 適格

清和大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

愛国学園短期大学 短期大学基準協会 適格

青山学院女子短期大学 短期大学基準協会 適格

戸板女子短期大学 短期大学基準協会 適格

東京立正短期大学 短期大学基準協会 適格

相模女子大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

信州豊南短期大学 短期大学基準協会 適格

長野女子短期大学 短期大学基準協会 適格

松本短期大学 短期大学基準協会 適格

浜松学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

愛知学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

愛知産業大学短期大学 短期大学基準協会 適格

愛知大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

愛知文教女子短期大学 短期大学基準協会 適格

修文大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

池坊短期大学 短期大学基準協会 適格

京都外国語短期大学 短期大学基準協会 適格

京都西山短期大学 短期大学基準協会 適格

藍野大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

大阪学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

堺女子短期大学 短期大学基準協会 適格

東大阪大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

平安女学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

芦屋学園短期大学 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

姫路日ノ本短期大学 短期大学基準協会 適格

宇部フロンティア大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

山口短期大学 短期大学基準協会 適格

徳島文理大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

環太平洋大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

平成２９年度に認証評価機関３機関で実施した５９短期大学の認証評価結果は、「適合」・「適格」：５８短期大学、

「保留」：１短期大学である。

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/569/20180328_669981.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/517/20180328_827152.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/570/20180328_172767.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/568/20180328_872722.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/01ueno_gakuen_university_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/02junior_college_of_sapporo_otani_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/03sanyo_gakuen_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/04shizuoka_eiwa_gakuin_university_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/05daiichi_junior_college_for_infant_education.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/06fukuoka_kodomo_junior_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/07bunka_gakuen_university_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/1_h29_hokkaidokagaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/2_h29_shuko.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/3_h29_akitaeiyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/4_h29_seireijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/5_h29_uyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/6_h29_tsukubakokusai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/7_h29_kanto.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/8_h29_kiryudaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/9_h29_gunmairyofukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/10_h29_niijimagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/11_h29_kawaguchi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/12_h29_saitamajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/13_h29_uekusa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/14_h29_seiwadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/15_h29_aikokugakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/16_h29_aoyamagakuinjoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/17_h29_toitajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/18_h29_tokyorissho01.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/19_h29_sagamijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/20_h29_shinshuhonan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/21_h29_naganojoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/22_h29_matsumoto.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/23_h29_hamamatsugakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/24_h29_aichigakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/25_h29_aichisangyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/26_h29_aichidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/27_h29_aichibunkyojoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/28_h29_shubundaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/29_h29_ikenobo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/30_h29_kyotogaikokugo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/31_h29_kyotoseizan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/32_h29_ainodaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/33_h29_osakagakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/34_h29_sakaijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/35_h29_higashiosakadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/36_h29_heianjogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/37_h29_ashiyagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/38_h29_shukugawagakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/39_h29_himejihinomoto.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/40_h29_ubefrontier.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/41_h29_yamaguchi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/42_h29_tokushimabunri.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/43_h29_kantaiheiyodaigaku.pdf


松山短期大学 短期大学基準協会 適格

折尾愛真短期大学 短期大学基準協会 適格

九州女子短期大学 短期大学基準協会 適格

福岡女学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

尚絅大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

３．高等専門学校

名  称 評価機関 評価結果 備  考

旭川工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

広島商船高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

沖縄工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

大阪府立大学工業高等専門学校 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

慶應義塾大学大学院法務研究科法曹養成専攻 大学基準協会 適合

法政大学大学院法務研究科法務専攻 大学基準協会 不適合

北海道大学大学院法学研究科法律実務専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

一橋大学大学院法学研究科法務専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

金沢大学大学院法務研究科法務専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

熊本大学大学院法曹養成研究科法曹養成専攻 大学改革支援・学位授与機構 不適合

上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

愛知大学大学院法務研究科法務専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

創価大学（大学院法務研究科法務専攻） 日弁連法務研究財団 適合

立命館大学（大学院法務研究科法曹養成専攻） 日弁連法務研究財団 適合

西南学院大学（大学院法務研究科法曹養成専攻） 日弁連法務研究財団 適合

福岡大学（大学院法曹実務研究科法務専攻） 日弁連法務研究財団 適合

専修大学（大学院法務研究科法務専攻） 日弁連法務研究財団 不適合

②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考

中央大学大学院戦略経営研究科戦略経営専攻 大学基準協会 適合

③教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考

北海道教育大学大学院（教育学研究科高度教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

宇都宮大学大学院（教育学研究科教育実践高度化専攻） 教員養成評価機構 適合

東京学芸大学大学院（教育学研究科教育実践創成専攻） 教員養成評価機構 適合

山梨大学大学院（教育学研究科教育実践創成専攻） 教員養成評価機構 適合

静岡大学大学院（教育学研究科教育実践高度化専攻） 教員養成評価機構 適合

岡山大学大学院（教育学研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

福岡教育大学大学院（教育学研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

長崎大学大学院（教育学研究科教職実践専攻） 教員養成評価機構 適合

宮崎大学大学院（教育学研究科教職実践開発専攻） 教員養成評価機構 適合

平成２９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２９年度に認証評価機関１機関で実施した９専門職大学院の認証評価結果は全て「適合」である。

平成２９年度に認証評価機関３機関で実施した１３専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：１０大学院、「不適合」：３

大学院である。

平成２９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。

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/44_matsuyama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/45_orioaishin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/46_kyushujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/47_fukuokajogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/48_shokeidaigaku.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_asahikawa_k201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_hiroshima_k201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_okinawa_k201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_oosaka_k201803.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20180402_177301.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20180328_205424.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_hokkaido_h201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_hitotsubashi_h201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_kanazawa_h201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_kumamoto_h201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_jochi_h201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_aichi_h201803.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2017_sokauniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2017_ritsumeiuniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2017_seinanuniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2017_fukuokauniv.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2017_senshuuniv.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/213/20180328_786871.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/hokkaido.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/utsunomiya.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/gakugei.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/yamanashi.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/shizuoka.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/okayama.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/fukuoka.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/nagasaki.pdf
http://www.iete.jp/project/h29/kekka/miyazaki.pdf


④公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考

東北大学大学院法学研究科公共法政策専攻 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

産業技術大学院大学 産業技術研究科 創造技術専攻 日本技術者教育認定機構 適合

⑥ビューティビジネス

名  称 評価機関 評価結果 備  考

ハリウッド大学院大学ビューティビジネス研究科 専門職高等教育質保証機構 基準を満たしている

⑦社会福祉

名  称 評価機関 評価結果 備  考

日本社会事業大学（大学院福祉マネジメント研究科） 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 適合

⑧デジタルコンテンツ

⑨グローバルコミュニケーション

名  称 評価機関 評価結果 備  考
国際教養大学大学院グローバル・コミュニケーション実践研究科グローバル・コミュニケーション実践専攻 大学基準協会 適合

平成２９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２９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２９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「基準を満たしている」である。

平成２９年度に認証評価機関１機関で実施した専門職大学院の認証評価結果は、６月上旬に公表予定である。

平成２９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２９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。

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/13/20180328_835960.pdf
https://jabee.org/pgschool/result
http://qaphe.com/result/graduate/beautygraduate/hollywood/hollywoodyear2017/
http://jaswe.jp/doc/201801_ninsho_houkoku.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/553/20180328_676888.pdf

