
     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

愛知大学 大学基準協会 適合

青山学院大学 大学基準協会 適合

大阪歯科大学 大学基準協会 適合

神奈川大学 大学基準協会 適合

金沢大学 大学基準協会 適合

金沢医科大学 大学基準協会 適合

川崎医療福祉大学 大学基準協会 適合

関西医科大学 大学基準協会 適合

近畿大学 大学基準協会 適合

金城学院大学 大学基準協会 適合

敬愛大学 大学基準協会 適合

敬和学園大学 大学基準協会 適合

神戸海星女子学院大学 大学基準協会 適合

神戸親和女子大学 大学基準協会 適合

国際教養大学 大学基準協会 適合

相模女子大学 大学基準協会 適合

札幌学院大学 大学基準協会 適合

至学館大学 大学基準協会 適合

情報科学芸術大学院大学 大学基準協会 適合

駿河台大学 大学基準協会 適合

聖学院大学 大学基準協会 適合

聖カタリナ大学 大学基準協会 適合

聖路加国際大学 大学基準協会 適合

専修大学 大学基準協会 適合

創価大学 大学基準協会 適合

園田学園女子大学 大学基準協会 適合

拓殖大学 大学基準協会 適合

中央学院大学 大学基準協会 適合

中京大学 大学基準協会 適合

帝塚山大学 大学基準協会 適合

東京工芸大学 大学基準協会 適合

東京女子医科大学 大学基準協会 適合

同志社女子大学 大学基準協会 適合

東洋大学 大学基準協会 適合

獨協大学 大学基準協会 適合

中村学園大学 大学基準協会 適合

新潟工科大学 大学基準協会 適合

新潟青陵大学 大学基準協会 適合

新潟薬科大学 大学基準協会 適合

日本赤十字北海道看護大学 大学基準協会 適合

福岡女学院大学 大学基準協会 適合

藤田医科大学 大学基準協会 適合

武蔵大学 大学基準協会 適合

明治大学 大学基準協会 適合

桃山学院教育大学 大学基準協会 適合

桃山学院大学 大学基準協会 適合

流通科学大学 大学基準協会 適合

流通経済大学 大学基準協会 適合

和洋女子大学 大学基準協会 適合

天理医療大学 大学基準協会 適合 再評価

日本大学 大学基準協会 不適合 追評価

北海道大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

小樽商科大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

旭川医科大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

東北大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

福島大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

茨城大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

千葉大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

令和３年度実施の認証評価結果（概況）

令和３年度に認証評価機関４機関で実施した１５５大学の認証評価結果は、「適合」・「適合している」・「基準を満たしている」：１５３大学、

「不適合」：２大学である。

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/4/20220324_704856.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/44/20220324_148883.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/66/20220324_198207.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/77/20220324_434339.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/80/20220404_584015.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/81/20220324_589695.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/85/20220324_281903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/87/20220324_675434.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/117/20220324_309544.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/118/20220324_374544.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/127/20220324_691893.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/129/20220324_781807.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/134/20220324_448899.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/141/20220324_454902.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/553/20220324_711018.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/558/20220324_701562.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/156/20220324_174822.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/158/20220324_988162.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/175/20220324_575165.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/182/20220324_890409.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/183/20220324_730930.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/184/20220324_290393.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/193/20220324_893957.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/195/20220324_499975.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/199/20220406_334634.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/200/20220324_104578.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/206/20220324_686293.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/214/20220324_917327.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/215/20220324_484668.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/222/20220324_563217.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/236/20220324_709277.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/242/20220324_326112.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/251/20220324_585075.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/255/20220324_758718.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/260/20220324_889481.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/270/20220324_932671.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/15/20220324_949235.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/281/20220324_822309.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/282/20220324_509994.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/296/20220324_111689.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/314/20220324_977831.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/318/20220324_776857.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/333/20220324_513048.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20220324_137211.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/584/20220324_450122.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/340/20220324_190451.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/349/20220324_686567.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/350/20220324_237619.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/356/20220324_546735.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/572/20220324_253909.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/286/20220603_496796.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hokudai_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_otaru-uc_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_asahikawa-med_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tohoku_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_fukushima-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ibaraki_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_chiba-u_d202203.pdf


東京医科歯科大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

東京工業大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

東京海洋大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

電気通信大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

一橋大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

横浜国立大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

新潟大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

上越教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

山梨大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

静岡大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

浜松医科大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

名古屋大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

愛知教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

名古屋工業大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

三重大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

滋賀大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

京都工芸繊維大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

大阪大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

兵庫教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

神戸大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

奈良教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

鳥取大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

岡山大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

愛媛大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

高知大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

福岡教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

九州大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

九州工業大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

佐賀大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

長崎大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

熊本大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

大分大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

宮崎大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

鹿児島大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

鹿屋体育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

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 適合している

愛知文教大学 日本高等教育評価機構 適合

愛知みずほ大学 日本高等教育評価機構 適合

SBI大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

江戸川大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪音楽大学 日本高等教育評価機構 適合

大妻女子大学 日本高等教育評価機構 適合

岡山商科大学 日本高等教育評価機構 適合

嘉悦大学 日本高等教育評価機構 適合

金沢学院大学 日本高等教育評価機構 適合

鎌倉女子大学 日本高等教育評価機構 適合

九州看護福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

九州国際大学 日本高等教育評価機構 適合

京都先端科学大学 日本高等教育評価機構 適合

桐生大学 日本高等教育評価機構 適合

岐阜女子大学 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

神戸国際大学 日本高等教育評価機構 適合

神戸常盤大学 日本高等教育評価機構 適合

国際医療福祉大学 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 不適合

志學館大学 日本高等教育評価機構 適合

静岡理工科大学 日本高等教育評価機構 適合

修文大学 日本高等教育評価機構 適合

十文字学園女子大学 日本高等教育評価機構 適合

湘南医療大学 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

昭和音楽大学 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

成安造形大学 日本高等教育評価機構 適合

帝京大学 日本高等教育評価機構 適合

東京工科大学 日本高等教育評価機構 適合

東京女子体育大学 日本高等教育評価機構 適合

同朋大学 日本高等教育評価機構 適合

長崎外国語大学 日本高等教育評価機構 適合

名古屋文理大学 日本高等教育評価機構 適合

https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tmd_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_titech_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kaiyodai_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_uec_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hit-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ynu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_niigata-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_juen_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_yamanashi_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_shizuoka_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hama-med_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nagoya-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_aichi-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nitech_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_mie-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_shiga-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kit_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_osaka-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hyogo-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kobe-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nara-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tottori-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_okayama-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ehime-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kochi-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_fukuoka-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kyushu-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kyutech_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_saga-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nagasaki-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kumamoto-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_oita-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_miyazaki-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_kagoshima-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nifs-k_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_naist_d202203.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/01aichi_bunkyo_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/02aichi_mizuho_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/03sbi_graduate_school.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/04edogawa_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/05osaka_college_of_music.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/06otsuma_womens_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/07okayama_shoka_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/08kaetsu_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/09kanazawa_gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/10kamakura_womens_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/12kyushu_university_of_nursing_and_social_welfare.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/13kyushu_international_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/14kyoto_university_of_advanced science.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/15kiryu_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/11gifu_womens_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/16kobe_design_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/17kobe_international_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/18kobetokiwa_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/19international_university_of_health_and_welfare.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/20saniku_gakuin_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/21shigakukan_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/22shizuoka_institute_of_science_and_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/23shubun_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/24jumonji_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/25shonan_university_of_medical_sciences.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/26showa_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/27showa_university_of_music.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/28jin-ai_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/29seian_university_of_art_and_design.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/30teikyo_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/31tokyo_university_of_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/32tokyo_womens_college_of_physical_education.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/33doho_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/34nagasaki_university_of_foreign_studies.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/35nagoya_bunri_university.pdf


奈良大学 日本高等教育評価機構 適合

新潟経営大学 日本高等教育評価機構 適合

新潟国際情報大学 日本高等教育評価機構 適合

西日本工業大学 日本高等教育評価機構 適合

日本歯科大学 日本高等教育評価機構 適合

梅光学院大学 日本高等教育評価機構 適合

函館大学 日本高等教育評価機構 適合

ハリウッド大学院大学 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

広島文化学園大学 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

福山平成大学 日本高等教育評価機構 適合

富士大学 日本高等教育評価機構 適合

北陸大学 日本高等教育評価機構 適合

北陸学院大学 日本高等教育評価機構 適合

北海学園大学 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

南九州大学 日本高等教育評価機構 適合

武蔵野音楽大学 日本高等教育評価機構 適合

ヤマザキ動物看護大学 日本高等教育評価機構 適合

麗澤大学 日本高等教育評価機構 適合

茨城県立医療大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

金沢美術工芸大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

京都市立芸術大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

新潟県立大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

横浜市立大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

中村学園大学短期大学部 大学基準協会 適合

日本大学短期大学部 大学基準協会 不適合

大阪音楽大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

大妻女子大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

鎌倉女子大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

昭和音楽大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

比治山大学短期大学部 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

北陸学院大学短期大学部 日本高等教育評価機構 適合

旭川大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

帯広大谷短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

國學院大學北海道短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

北海道武蔵女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

日本赤十字秋田短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

東北文教大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

足利短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

育英短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

武蔵丘短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

駒沢女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

女子栄養大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

白梅学園短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

創価女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

東京成徳短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

目白大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

和泉短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

小田原短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

上智大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

洗足こども短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

明倫短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

富山短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

富山福祉短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

金沢星稜大学女子短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

清泉女学院短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

平成医療短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

常葉大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

豊橋創造大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

名古屋文化短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

令和３年度に認証評価機関３機関で実施した５８短期大学の認証評価結果は、「適合」又は「適格」：５７短期大学、「不適合」：

１短期大学である。

https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/36nara_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/37niigata_university_of_management.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/38niigata_university_of_international_and_information studies.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/39nishinippon_institute_of_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/40the_nippon_dental_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/41baiko_gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/42hakodate_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/43hollywood_graduate_school_of_beauty_business.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/44hijiyama_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/45hiroshima_bunka_gakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/46biwako-gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/47fukuyama_heisei_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/48fuji_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/49hokuriku_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/50hokuriku_gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/51hokkai-gakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/52hokkaido_university_of_science.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/53minami_kyushu_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/54musashino_academia_musicae.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/55yamazaki_university_of_animal_health_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/56reitaku_university.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result01.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result02.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result03.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result04.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result05.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/585/20220325_664405.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/509/20220603_609187.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/01osaka_junior_college_of_music.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/02otsuma_womens_university_junior_college_division.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/03kamakura_womens_university_junior_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/04showa_college_of_music.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/05hijiyama_junior_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/06biwako-gakuin_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/07hokuriku_gakuin_junior_college.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/1_R3hyokakekka_asahikawadaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/2_R3hyokakekka_obihirootani_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/3_R3hyokakekka_kokugakuindaigaku_hokkaido_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/4_R3hyokakekka_hokkaidomusasijyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/5_R3hyokakekka_nihonsekijujiakita_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/6_R3hyokakekka_touhokubunkyodaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/7_R3hyokakekka_asikaga_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/8_R3hyokakekka_ikuei_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/9_R3hyokakekka_musasigaoka_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/10_R3hyokakekka_komazawajyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/11_R3hyokakekka_jyosieiyoudaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/12_R3hyokakekka_siraumegakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/13_R3hyokakekka_soukajyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/14_R3hyokakekka_tokyoseitoku_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/15_R3hyokakekka_mejirodaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/16_R3hyokakekka_izumi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/17_R3hyokakekka_odawara_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/18_R3hyokakekka_jyoutidaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/19_R3hyokakekka_senzokukodomo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/20_R3hyokakekka_meirin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/21_R3hyokakekka_toyama_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/22_R3hyokakekka_toyamahukushi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/23_R3hyokakekka_kanazawaseiryodaigakujyosi_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/24_R3hyokakekka_seisenjyogakuin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/25_R3hyokakekka_heiseiiryo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/26_R3hyokakekka_tokohadaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/27_R3hyokakekka_toyohashisozodaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/28_R3hyokakekka_nagotabunka_tankidaigaku.pdf


名古屋柳城短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

高田短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

大阪信愛学院短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

大阪千代田短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

四條畷学園短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

聖和短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

東洋食品工業短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

豊岡短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

奈良芸術短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

奈良佐保短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

美作大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

山陽女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

高松短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

純真短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

福岡医療短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

福岡工業大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

中九州短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

別府溝部学園短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

南九州短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

鹿児島純心女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

鹿児島女子短期大学 大学・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
函館工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

苫小牧工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

秋田工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

福島工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

小山工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

群馬工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

長岡工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

石川工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

豊田工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

米子工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

津山工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

大島商船高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

新居浜工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

大分工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

神戸市立工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

近畿大学工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

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法曹養成専攻） 日弁連法務研究財団 適合 第1分野，第9分野再評価

早稲田大学（大学院法務研究科法務専攻） 日弁連法務研究財団 適合

②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

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

福島大学大学院人間発達文化研究科教職実践専攻 教員養成評価機構 適合

横浜国立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

三重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

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

熊本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

早稲田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
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

令和３年度に認証評価機関１機関で実施した１６高等専門学校の認証評価結果は、全て「適合している」である。

令和３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。

令和３年度に認証評価機関１機関で実施した１１専門職大学院の認証評価結果は、全て「適合」である。

https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/29_R3hyokakekka_nagoyaryujyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/30_R3hyokakekka_takada_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/31_R3hyokakekka_oosakasinaigakuin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/32_R3hyokakekka_oosakachiyoda_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/33_R3hyokakekka_shijonawategakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/34_R3hyokakekka_seiwa_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/35_R3hyokakekka_touyousyokuhinkogyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/36_R3hyokakekka_toyooka_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/37_R3hyokakekka_narageijyutu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/38_R3hyokakekka_narasaho_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/39_R3hyokakekka_mimasakadaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/40_R3hyokakekka_sanyoujyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/41_R3hyokakekka_takamastu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/42_R3hyokakekka_junshin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/43_R3hyokakekka_fukuokairyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/44_R3hyokakekka_fukuokakogyodaigaku_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/45_R3hyokakekka_nakakyusyu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/46_R3hyokakekka_beppumizobegakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/47_R3hyokakekka_minamikyusyu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/48_R3hyokakekka_kagoshimajunshinjyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/49_R3hyokakekka_kagoshimajyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_hakodate_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_tomakomai_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_akita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_fukushima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_gunma_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_nagaoka_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_ishikawa_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_toyota_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_yonago_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_tsuyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oshima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_niihama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kobe_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kindai_k202203.pdf
https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220331_1.pdf
https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220331_2.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/hokkaidokyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/miyagikyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/fukushima.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/yokokoku.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/gifu.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/mie.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/narakyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/kumamoto2.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/waseda.pdf
http://www.iete.jp/project/r03/kekka/tokoha.pdf


立命館大学大学院教職研究科実践教育専攻 教員養成評価機構 適合

③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

東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻 大学基準協会 適合

④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

⑤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

⑥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

⑦デジタルコンテンツ

名  称 評価機関 評価結果 備  考
デジタルハリウッド大学大学院デジタルコンテンツ研究科デジタルコンテンツ専攻 大学基準協会 適合

⑧グローバル法務

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グローバル法務専攻 大学基準協会 適合

⑨広報・情報

名  称 評価機関 評価結果 備  考

社会情報大学院大学広報・情報研究科広報・情報専攻 大学基準協会 適合

⑩教育実践

名  称 評価機関 評価結果 備  考

星槎大学大学院教育実践研究科教育実践専攻 専門職高等教育質保証機構 基準を満たしている

令和３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。

令和３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。

令和３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。

令和３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。

令和３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。

令和３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。

令和３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。

令和３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。

http://www.iete.jp/project/r03/kekka/ritsumeikan.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/563/20220324_222244.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/249/20220324_830535.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20220324_396475.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/226/20220324_713839.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2022_02b.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2022_03.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2022_04.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/567/20220324_727942.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20220330_524400.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/588/20220330_627775.pdf
https://qaphe.com/wp/wp-content/uploads/gredseisa_result2021.pdf

