
     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

青森公立大学 大学基準協会 適合

いわき明星大学 大学基準協会 保留

宇都宮共和大学 大学基準協会 適合

大阪薬科大学 大学基準協会 適合

学習院女子大学 大学基準協会 適合

神奈川工科大学 大学基準協会 適合

関西大学 大学基準協会 適合

京都女子大学 大学基準協会 適合

群馬県立県民健康科学大学 大学基準協会 適合

高野山大学 大学基準協会 適合

埼玉県立大学 大学基準協会 適合

芝浦工業大学 大学基準協会 適合

淑徳大学 大学基準協会 適合

清泉女子大学 大学基準協会 適合

玉川大学 大学基準協会 適合

天使大学 大学基準協会 適合

天理医療大学 大学基準協会 保留

桐蔭横浜大学 大学基準協会 適合

東京医療保健大学 大学基準協会 適合

常葉大学 大学基準協会 適合

長野県看護大学 大学基準協会 適合

名古屋学院大学 大学基準協会 適合

名寄市立大学 大学基準協会 適合

広島修道大学 大学基準協会 適合

広島女学院大学 大学基準協会 適合

宮城学院女子大学 大学基準協会 適合

立命館大学 大学基準協会 適合

大阪産業大学 大学基準協会 適合 2015（平成27）年度の再評価

筑波技術大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

公立はこだて未来大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

秋田公立美術大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

山梨県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

愛知県立大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

秋田看護福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪行岡医療大学 日本高等教育評価機構 保留

沖縄科学技術大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

沖縄国際大学 日本高等教育評価機構 適合

亀田医療大学 日本高等教育評価機構 適合

岐阜医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合

九州保健福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

京都美術工芸大学 日本高等教育評価機構 適合

群馬パース大学 日本高等教育評価機構 適合

神戸情報大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

札幌保健医療大学 日本高等教育評価機構 適合

聖マリア学院大学 日本高等教育評価機構 適合

東京聖栄大学 日本高等教育評価機構 適合

ビジネス・ブレークスルー大学 日本高等教育評価機構 適合

山口学芸大学 日本高等教育評価機構 適合

愛国学園大学 日本高等教育評価機構 適合 平成28年度の再評価

松蔭大学 日本高等教育評価機構 不適合 平成28年度の再評価

筑紫女学園大学 日本高等教育評価機構 適合 平成28年度の再評価

平成30年度実施の認証評価結果（概況）

平成３０年度に認証評価機関３機関で実施した５１大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」：４７大学、

「保留」・「期限付適合」：３大学、「不適合」：１大学である。
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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/43/20190326_588205.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/51/20190326_640377.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/54/20190326_122956.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/69/20190326_690356.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/74/20190326_309728.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/78/20190326_601506.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/86/20190326_740893.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/109/20190326_595456.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/571/20190326_756390.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/143/20190326_455941.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/151/20190326_760814.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/163/20190326_723165.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/168/20190326_918459.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/189/20190326_546663.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/207/20190326_628656.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/223/20190326_485730.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/572/20190326_174762.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/224/20190326_830631.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/229/20190326_466206.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/259/20190326_506982.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/268/20190326_445040.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/273/20190326_965218.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/278/20190326_614402.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/307/20190326_140788.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/17/20190326_209500.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/329/20190326_934503.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/347/20190326_365502.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/65/20190326_682950.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_tsukuba-tech_d201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_fun_d201903_.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_nts_akibi_d201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_yamanashi-ken_d201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_aichi-pu_d201903.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/01akita_university_of_nursing_and_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/02osaka_yukioka_college_of_health_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/03okinawa_institute_of_science_and_technology_graduate_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/04okinawa_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/05kameda_college_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/06gifu_university_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/07kyushu_university_of_health_and_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/08kyoto_arts_and_crafts_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/09gunma_paz_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/10kobe_institute_of_computing_graduate_school_of_information_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/11sapporo_university_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/12st_marys_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/13tokyo_seiei_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/14business_breakthrough_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/15yamaguchi_gakugei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/01aikoku_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/02shoin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/03chikushi_jogakuen_unibarsity.pdf


２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

島根県立大学短期大学部 大学基準協会 適合

埼玉純真短期大学 短期大学基準協会 適格

愛知医療学院短期大学 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 適格 平成27年度の条件評価

プール学院短期大学 短期大学基準協会 適格 平成27年度の条件評価

西日本短期大学 短期大学基準協会 適格 平成27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

八戸工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

長野工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

沼津工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

鈴鹿工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

明石工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

阿南工業高等専門学校 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

関西大学（大学院法務研究科法曹養成専攻） 大学基準協会 適合

同志社大学（大学院司法研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

南山大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合

明治大学（専門職大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

東北大学大学院法学研究科総合法制専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

横浜国立大学大学院国際社会科学府法曹実務専攻 大学改革支援・学位授与機構 不適合

名古屋大学大学院法学研究科実務法曹養成専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

京都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

大阪大学大学院高等司法研究科法務専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

広島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

九州大学大学院法務学府実務法学専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

首都大学東京大学院法学政治学研究科法曹養成専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

大阪市立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

学習院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

近畿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 不適合

岡山大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合

関西学院大学（大学院司法研究科） 日弁連法務研究財団 適合

甲南大学（大学院法学研究科法務専攻） 日弁連法務研究財団 適合

中央大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合

日本大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合 2021年度までの再評価

琉球大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合

平成３０年度に認証評価機関２機関で実施した６短期大学の認証評価結果は、全て「適合」又は「適格」である。

平成３０年度に認証評価機関１機関で実施した６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３０年度に認証評価機関３機関で実施した２３専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：２０大学院、

「不適合」：３大学院である。
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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/516/20190326_201622.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/1_h30_saitamajunshin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/2_h30_aichiiryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/3_h30_utsunomiyabunsei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/4_h30_poolegakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/5_h30_nishinihon.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201904/no6_1_3_hachinohe_k201903_.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201904/no6_1_3_nagano_k201903_.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_numazu_k201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_suzuka_k201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_akashi_k201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_anan_k201903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/86/20190326_976956.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/250/20190326_346485.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/279/20190326_469013.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20190326_875762.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_tohoku_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_tokyo_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_yokohamakokuritsu_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_nagoya_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kyoto_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_osaka_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kobe_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_hiroshima_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kyushu_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_shutodaigakutokyo_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_osakashiritsu_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_gakushuin_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kinki_h201903.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20190328_2_okayama.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20180928_1_kansai.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20180928_2_konan.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20190328_1_chuou.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20190328_3_nihon.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20190328_4_ryukyu.pdf


②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考

小樽商科大学（大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻） 大学基準協会 適合

香川大学（大学院地域マネジメント研究科地域マネジメント専攻） 大学基準協会 適合

九州大学（大学院経済学府産業マネジメント専攻） 大学基準協会 適合

神戸大学（大学院経営学研究科現代経営学専攻） 大学基準協会 適合

同志社大学（大学院ビジネス研究科ビジネス専攻） 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

兵庫県立大学（大学院経営研究科経営専門職専攻） 大学基準協会 適合

法政大学（専門職大学院イノベーション・マネジメント研究科イノベーション・マネジメント専攻） 大学基準協会 適合

北海道大学（大学院経済学院会計情報専攻） 大学基準協会 適合

明治大学（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科グローバル・ビジネス専攻） 大学基準協会 適合

③助産

名  称 評価機関 評価結果 備  考

天使大学大学院助産研究科助産専攻 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

関西大学（大学院心理学研究科心理臨床学専攻） 日本臨床心理士資格認定協会 適合

⑤公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考

東京大学（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

一橋大学（大学院国際・公共政策研究部・教育部国際・公共政策専攻） 大学基準協会 適合

⑥教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考

埼玉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

新潟大学大学院教育学研究科教育実践開発専攻 教員養成評価機構 適合

信州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

和歌山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

島根大学大学院教育学研究科教育実践開発専攻 教員養成評価機構 適合

山口大学大学院教育学研究科教職実践高度化専攻 教員養成評価機構 適合

琉球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

聖徳大学大学院教職研究科教職実践専攻 教員養成評価機構 適合

帝京大学大学院教職研究科教職実践専攻 教員養成評価機構 適合

⑦産業技術

名  称 評価機関 評価結果 備  考

京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 日本技術者教育認定機構 適合

平成３０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３０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」：９大学院、「不適合」：１大学院である。

平成３０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３０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３０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３０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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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/378/20190326_473798.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/381/20190326_725277.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/20/20190326_597724.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/133/20190326_792973.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/250/20190326_125442.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20190326_690995.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/472/20190326_637657.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20190326_116235.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/19/20190326_951364.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20190326_491597.pdf
https://josan-hyoka.org/wp/wp-content/uploads/2019/04/tenshi_evaluation_report2018.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_zembun2019_03.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/226/20190326_107119.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/523/20190326_301219.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/saitama.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/nigata.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/shinshu.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/wakayama.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/shimane.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/yamaguchi.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/ryukyu.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/seitoku.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/teikyo.pdf
https://jabee.org/pgschool/result


⑧公衆衛生

名  称 評価機関 評価結果 備  考

九州大学（大学院医学系学府医療経営・管理学専攻） 大学基準協会 適合

京都大学（大学院医学研究科社会健康医学系専攻） 大学基準協会 適合

⑨知的財産

名  称 評価機関 評価結果 備  考

大阪工業大学（大学院知的財産研究科知的財産専攻） 大学基準協会 適合

⑩環境・造園

名  称 評価機関 評価結果 備  考

兵庫県立大学大学院緑環境景観マネジメント研究科 日本造園学会 適格

平成３０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３０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３０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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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/20/20190326_479120.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/7/20190326_939471.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/64/20190326_370258.pdf
https://www.jila-zouen.org/wp-content/uploads/2019/03/H30Report.pdf

