
     資料１

１．大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

亜細亜大学 大学基準協会 適合

石川県立看護大学 大学基準協会 適合

大原大学院大学 大学基準協会 適合

鹿児島国際大学 大学基準協会 適合

関西外国語大学 大学基準協会 適合

関西看護医療大学 大学基準協会 適合

九州産業大学 大学基準協会 適合

京都文教大学 大学基準協会 適合

グロービス経営大学院大学 大学基準協会 適合

慶應義塾大学 大学基準協会 適合

高知工科大学 大学基準協会 適合

駒沢女子大学 大学基準協会 適合

埼玉工業大学 大学基準協会 適合

産業技術大学院大学 大学基準協会 適合

島根県立大学 大学基準協会 適合

東京経済大学 大学基準協会 適合

東京神学大学 大学基準協会 適合

東京農業大学 大学基準協会 適合

東邦大学 大学基準協会 適合

日本女子大学 大学基準協会 適合

阪南大学 大学基準協会 適合

兵庫医療大学 大学基準協会 適合

福岡工業大学 大学基準協会 適合

佛教大学 大学基準協会 適合

法政大学 大学基準協会 適合

三重県立看護大学 大学基準協会 適合

宮城大学 大学基準協会 適合

宮城教育大学 大学基準協会 適合

武蔵野大学 大学基準協会 適合

和光大学 大学基準協会 適合
弘前学院大学 大学基準協会 適合 平成29年度追評価
室蘭工業大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

北見工業大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

弘前大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

岩手大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

山形大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

東京外国語大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

長岡技術科学大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

岐阜大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

豊橋技術科学大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

京都大学 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

和歌山大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

徳島大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

鳴門教育大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

※評価結果及び備考欄の記載は各機関の表記に従う。

令和元年度実施の認証評価結果（概況）

令和元年度に認証評価機関３機関で実施した６６大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」：６４大学、

「不適合」：２大学である。
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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/2/20200326_862769.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/1/20200326_860089.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/524/20200326_493797.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/75/20200326_396825.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/88/20200326_186239.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/89/20200326_892157.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/99/20200326_651085.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/113/20200326_449222.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/125/20200326_526060.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20200326_301715.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/10/20200326_589137.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/150/20200326_183154.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/152/20200326_133762.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/576/20200326_365377.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/164/20200326_527449.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/234/20200326_466877.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/243/20200326_873899.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/247/20200326_593236.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/252/20200326_137695.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/291/20200326_691450.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/299/20200326_386481.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/303/20200326_495194.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/312/20200326_837916.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/18/20200326_475125.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20200326_878290.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/328/20200326_802670.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/22/20200326_774638.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/330/20200326_271647.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/334/20200326_639561.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/354/20200326_265726.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/304/20200326_442260.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_muroran-it_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_kitami-it_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_hirosaki-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_iwate-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_yamagata-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_tufs_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_nagaokaut_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_gifu-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_tut_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_kyoto-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_kyokyo-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_wakayama-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_tokushima-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_naruto-u_d202003.pdf


総合研究大学院大学 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

北陸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

愛知工業大学 日本高等教育評価機構 適合

桜美林大学 日本高等教育評価機構 適合

岡崎女子大学 日本高等教育評価機構 適合

金沢星稜大学 日本高等教育評価機構 適合

神田外語大学 日本高等教育評価機構 適合

サイバー大学 日本高等教育評価機構 適合

事業創造大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

仙台大学 日本高等教育評価機構 適合

田園調布学園大学 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

日本医療大学 日本高等教育評価機構 適合

日本医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合

広島文教大学 日本高等教育評価機構 適合

別府大学 日本高等教育評価機構 適合

明海大学 日本高等教育評価機構 適合

四日市看護医療大学 日本高等教育評価機構 適合

了德寺大学 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 不適合 平成29年度再評価

苫小牧駒澤大学 日本高等教育評価機構 不適合 平成29年度再評価

２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

関西外国語大学短期大学部 大学基準協会 適合

安田女子短期大学 日本高等教育評価機構 適合

上野学園大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合 平成29年度再評価

函館短期大学 短期大学基準協会 適格

佐野日本大学短期大学 短期大学基準協会 適格

国際学院埼玉短期大学 短期大学基準協会 適格

埼玉医科大学短期大学 短期大学基準協会 適格

聖徳大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

千葉経済大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

湘北短期大学 短期大学基準協会 適格

大垣女子短期大学 短期大学基準協会 適格

中部学院大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

中日本自動車短期大学 短期大学基準協会 適格

大阪女学院短期大学 短期大学基準協会 適格

大阪成蹊短期大学 短期大学基準協会 適格

関西外国語大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

関西女子短期大学 短期大学基準協会 適格

近畿大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

鳥取短期大学 短期大学基準協会 適格

岡山短期大学 短期大学基準協会 適格

広島文化学園短期大学 短期大学基準協会 適格

山口芸術短期大学 短期大学基準協会 適格

香川短期大学 短期大学基準協会 適格

高知学園短期大学 短期大学基準協会 適格

香蘭女子短期大学 短期大学基準協会 適格

西九州大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

長崎女子短期大学 短期大学基準協会 適格

長崎短期大学 短期大学基準協会 適格

別府大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

令和元年度に認証評価機関３機関で実施した３３短期大学の認証評価結果は、「適合」「適格」：３２大学、

「不適格」：１大学である。

なお、短期大学基準協会は令和２年４月１日をもって大学・短期大学基準協会と協会名を変更している。
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https://www.niad.ac.jp/media/006/202006/no6_1_1_soken_d202003_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_jaist_d202003.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/01aichi_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/02jf_oberlin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/03okazaki_womens_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/04kanazawa_seiryo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/05kanda_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/06cyber_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/07graduate_Institute_for_entrepreneurial_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/08sendai_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/09denen_chofu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/10nagasaki_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/11japan_health_care_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/12nihon_institute_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/13hiroshima_bunkyo_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/14beppu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/15meikai_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/16yokkaichi_nursing_and_medical_care_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/17ryotokuji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/18ueno_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/19tomakomai_komazawa_univercity.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/578/20200326_324583.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/20yasuda_women's_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/21ueno_gakuen_university_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/1_R1_hakodate.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/2_R1_sanonihon.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/3_R1_kokusaigakuinsaitama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/4_R1_saitamaika.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/5_R1_seitoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/6_R1_chibakeizai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/7_R1_shohoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/8_R1_ogakijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/9_R1_chubugakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/10_R1_nakanihonjidosha.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/11_R1_osakajogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/12_R1_osakaseikei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/13_R1_kansaigaikokugo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/14_R1_kansaijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/15_R1_kinkidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/16_R1_tottori.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/17_R1_okayama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/18_R1_hiroshimabunkagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/19_R1_yamaguchigeijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/20_R1_kagawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/21_R1_kochigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/22_R1_koranjoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/23_R1_nishikyushudaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/24_R1_nagasakijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/25_R1_nagasaki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/26_R1_beppudaigaku.pdf


宮崎学園短期大学 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 適格 平成28年度条件評価

大阪青山大学短期大学部 短期大学基準協会 適格 平成28年度条件評価

聖セシリア女子短期大学 短期大学基準協会 不適格 平成28年度条件評価

３．高等専門学校

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

一関工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

茨城工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

福井工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

和歌山工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

徳山工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

高知工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

有明工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

佐世保工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

都城工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

鹿児島工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

東京都立産業技術高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 基準を満たしている

国際高等専門学校 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
法政大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合 平成29年度追評価

筑波大学大学院ビジネス科学研究科法曹専攻 大学改革支援・学位授与機構 適合

駒澤大学大学院法曹養成研究科 日弁連法務研究財団 不適合 平成28年再評価

②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考

関西学院大学（大学院経営戦略研究科経営戦略専
攻）

大学基準協会 適合

東京工業大学（環境・社会理工学院技術経営専門職
学位課程）

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 適合 平成30年度追評価

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 国際会計教育協会 評価基準を満たしていない

令和元年度に認証評価機関１機関で実施した１３高等専門学校の認証評価結果は、

「基準を満たしている」：１３校である。

令和元年度に認証評価機関３機関で実施した２専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：２大学院、

「不適合」：１大学院である。

令和元年度に認証評価機関２機関で実施した２専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：６大学院、

「評価基準を満たしていない」：１大学院である。
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/27_R1_miyazakigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/28_R1_sakushingakuinjoshi_k.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/29_R1_osakaaoyama_k.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/30_R1_cecilia_k.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_kushiro_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ichinoseki_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ibaraki_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_fukui_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_wakayama_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_tokuyama_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_kochi_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ariake_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_sasebo_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_miyakonojo_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_kagoshima_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_metrocit_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ictkanazawa_k202003.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20200326_900067.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_2_tsukuba_h202003.pdf
https://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/20200330_1.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/90/20200326_275987.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/90/20200326_275987.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/235/20200326_272577.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/235/20200326_272577.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/444/20200326_474133.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/288/20200326_925769.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/288/20200326_925769.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20200326_728238.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20200326_728238.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/497/20200326_660774.pdf
http://www.jiiae.or.jp/aopas/index.html


③会計

名  称 評価機関 評価結果 備  考

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

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

⑤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

⑥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

⑧教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考

岩手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

秋田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

茨城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

千葉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
富山大学大学院教職実践開発研究科教職実践開発
専攻

教員養成評価機構 適合

金沢大学大学院教職実践研究科教職実践高度化専
攻

教員養成評価機構 適合

大阪教育大学大学院連合教職実践研究科高度教職
開発専攻

教員養成評価機構 適合

広島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

香川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

愛媛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
佐賀大学大学院学校教育学研究科教育実践探究専
攻

教員養成評価機構 適合

大分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

⑨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(JABEE) 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(JABEE) 適合

令和元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」：１大学院である。

令和元年度に認証評価機関１機関で実施した１２専門職大学院の認証評価結果は、「適合」：１２大学院である。

令和元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、「適合」：２大学院である。

令和元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、「適合」：２大学院、である。

令和元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」：１大学院である。
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https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20200326_324088.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20200326_324088.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/355/20200326_932408.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/3_ninsho-hyoka_sashikae_2020_03.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/3_ninsho-hyoka_sashikae_2020_03.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/19/20200326_156670.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/iwate.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/akita.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/ibaraki.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/chiba.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/toyama.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/toyama.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/kanazawa.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/kanazawa.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/osaka.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/osaka.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/hiroshima.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/kagawa.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/ehime.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/saga.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/saga.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/oita.pdf
https://jabee.org/pgschool/result
https://jabee.org/pgschool/result
https://jabee.org/pgschool/result

