
※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

関西学院大学 大学基準協会 適合

駒澤大学 大学基準協会 適合

産業医科大学 大学基準協会 適合

甲南大学 大学基準協会 適合

大阪医科大学 大学基準協会 適合

岡山理科大学 大学基準協会 適合

沖縄大学 大学基準協会 適合

愛知学院大学 大学基準協会 適合

石巻専修大学 大学基準協会 適合

茨城キリスト教大学 大学基準協会 適合

岩手医科大学 大学基準協会 適合

久留米大学 大学基準協会 適合

工学院大学 大学基準協会 適合

関東学院大学 大学基準協会 適合

岐阜薬科大学 大学基準協会 適合

近大姫路大学 大学基準協会 適合

大正大学 大学基準協会 適合

東京薬科大学 大学基準協会 適合

東京理科大学 大学基準協会 適合

福山大学 大学基準協会 不適合

四国大学 大学基準協会 適合

自治医科大学 大学基準協会 適合

実践女子大学 大学基準協会 適合

椙山女学園大学 大学基準協会 適合

仙台白百合女子大学 大学基準協会 適合

二松学舎大学 大学基準協会 適合

福岡歯科大学 大学基準協会 適合

福岡女学院看護大学 大学基準協会 適合

愛知文教大学 大学基準協会 不適合 平成22年度の再評価

大阪学院大学 大学基準協会 適合 平成22年度の再評価

同志社大学 大学基準協会 適合

鳥取環境大学 大学基準協会 適合

南山大学 大学基準協会 適合

新潟リハビリテーション大学 大学基準協会 適合

宮城大学 大学基準協会 適合

龍谷大学 大学基準協会 適合

早稲田大学 大学基準協会 適合

文京学院大学 大学基準協会 適合

松山大学 大学基準協会 適合

三重県立看護大学 大学基準協会 適合

神戸医療福祉大学 大学基準協会 不適合 平成22年度の再評価

     　　資料１

　平成25年度に認証評価機関３機関で実施した100大学の認証評価結果は、「適合」・「基準を満たしている」・「認
定」： 93大学、「保留」：１大学、「不適合」：６大学である。

平成25年度実施の認証評価結果（概況）

名  称 評価機関 評価結果 備  考

愛知医科大学 大学基準協会 適合
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http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/aichi_med_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/aichigakuin.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/isenshu_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/icc.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/iwate_med.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/osaka_med.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/okayamarika.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/okinawa_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kwansei.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kanto_gakuin.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/gifu_pu.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kindaikoutoku.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kurume_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kogakuin.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/konan_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/komazawa_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/sangyoika.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/shikoku_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/jichi.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/jissen.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/sugiyama_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/sendai_shirayuri.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/taisho.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/toyaku.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/tus.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/doshisha.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/kankyo_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/nanzan_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/nur.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/nishogakusha_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/fdcnet.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/fukujo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/fukuyama_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/bunkyo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/matsuyama_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/mcn.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/miyagi.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/ryukoku.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/waseda.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/aichibunkyo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/osaka_gu.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/koubeiryofukushi.pdf


奈良女子大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

和歌山大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

徳島大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

第一薬科大学 大学基準協会 不適合 平成22年度の再評価

日本経済大学 大学基準協会 不適合 平成22年度の再評価

弘前学院大学 大学基準協会 適合 平成23年度の再評価

適合

適合花園大学

神戸夙川学院大学 日本高等教育評価機構 不適合

佐久大学 日本高等教育評価機構 適合

日本高等教育評価機構 適合

日本高等教育評価機構

京都医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合

くらしき作陽大学 日本高等教育評価機構 適合

愛知工業大学 日本高等教育評価機構 適合

植草学園大学 日本高等教育評価機構 適合

大阪電気通信大学 日本高等教育評価機構 適合

日本高等教育評価機構 適合

環太平洋大学 日本高等教育評価機構 適合

東北工業大学 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

東京造形大学 日本高等教育評価機構 適合

岐阜経済大学 日本高等教育評価機構

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大学評価・学位授与機構

適合

適合

適合

認定

福岡歯科大学

身延山大学

森ノ宮医療大学

青森大学

山形大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

京都大学

大阪教育大学

基準を満たしている

総合研究大学院大学 大学評価・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 大学評価・学位授与機構

東京外国語大学 大学評価・学位授与機構

奈良県立医科大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

基準を満たしている

東京農工大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

信州大学

基準を満たしている

秋田大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

日本高等教育評価機構

認定

大学評価・学位授与機構

北見工業大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

沖縄県立看護大学

大学評価・学位授与機構

岐阜大学

基準を満たしている

沖縄県立芸術大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

日本医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合

八戸工業大学 日本高等教育評価機構 適合

京都嵯峨芸術大学 日本高等教育評価機構 適合

埼玉医科大学

日本高等教育評価機構 適合

適合

日本高等教育評価機構 保留

日本高等教育評価機構 適合

金沢星稜大学

産業能率大学

種智院大学

仙台大学

大同大学

帝京科学大学

東京未来大学 日本高等教育評価機構 適合

東北薬科大学　 日本高等教育評価機構 適合

日本高等教育評価機構 適合

日本高等教育評価機構 適合

東北生活文化大学 日本高等教育評価機構

新潟医療福祉大学

日本高等教育評価機構

日本高等教育評価機構

日本高等教育評価機構

日本高等教育評価機構 適合

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

室蘭工業大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

弘前大学 基準を満たしている

日本高等教育評価機構太成学院大学

鳴門教育大学 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

岩手大学
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http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/daiichi_cps.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/nihonkeizai.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/university/2013/hirogaku_u.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_muroran_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_kitami_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_hirosaki_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_iwate_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_akita_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_yamagata_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_tokyogaikokugo_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_tokyonoukou_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_shinshu_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_gifu_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_kyoto_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_osakakyoiku_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_narajoshi_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_wakayama_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_tokushima_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_narutokyoiku_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_sougoukenkyu_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_hokurikusentan_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_naraika_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_okinawakango_d201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/daigaku/no6_1_1_okinawageijutsu_d201403.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/01aichi_kogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/02uekusagakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/03osaka_denki_tsushin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/04kanazawa_seiryo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/05kantaiheiyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/06gihu_keizai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/07kyoto_iryokagaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/08kyoto_saga_geijutsu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/21kurashiki_sakuyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/29kobe_shukugawa.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/09saitama_ika.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/10saku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/11sangyo_noritsu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/30shuchiin.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/12sendai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/13daido.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/22teikyo_kagaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/23denenchohu_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/14tokyo_zokei.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/24tokyo_mirai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/15tohoku_kogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/16tohoku_seikatsu_bunka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/17tohoku_yakka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/18nigata_iryo_hukushi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/25nihon_iryokagaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/19hachinohe_kogyo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/27hanazono.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/20hukuoka_shika.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/28minobusan.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/26morinomiya_iryo.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/31aomori.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/32taisei_gakuin.pdf


２．短期大学

作陽音楽短期大学 日本高等教育評価機構 適合

川崎市立看護短期大学 大学基準協会 適合

山形県立米沢女子短期大学 大学基準協会 適合

龍谷大学短期大学部 大学基準協会 適合

名  称

　平成25年度に認証評価機関３機関で実施した47短期大学の認証評価結果は、「適合」・「適格」： 46短期大学、「保
留」：１短期大学である。

日本高等教育評価機構 認定東北文化学園大学

評価機関 評価結果 備  考

東京福祉大学 日本高等教育評価機構 認定

四国大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

広島国際学院大学自動車短期大学部 短期大学基準協会 適格

岩国短期大学 短期大学基準協会 適格

大手前短期大学 短期大学基準協会 適格

神戸常盤大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

湊川短期大学 短期大学基準協会 適格

川崎医療短期大学 短期大学基準協会 適格

華頂短期大学 短期大学基準協会 適格

立教女学院短期大学 短期大学基準協会 適格

東海大学医療技術短期大学 短期大学基準協会 適格

短期大学基準協会 適格

金城大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

南山大学短期大学部

愛知江南短期大学 短期大学基準協会 適格

成美大学短期大学部 短期大学基準協会 保留

京都嵯峨芸術大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

京都文教短期大学 短期大学基準協会 適格

東京女子体育短期大学 短期大学基準協会 適格

桐朋学園芸術短期大学 短期大学基準協会 適格

新渡戸文化短期大学 短期大学基準協会 適格

短期大学基準協会 適格

愛知学泉短期大学 短期大学基準協会 適格

岐阜保健短期大学 短期大学基準協会 適格

名古屋文理大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

岡崎女子短期大学 短期大学基準協会 適格

名古屋経営短期大学 短期大学基準協会 適格

山梨学院短期大学 短期大学基準協会 適格

飯田女子短期大学 短期大学基準協会 適格

札幌国際大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

聖和学園短期大学 短期大学基準協会 適格

桜の聖母短期大学 短期大学基準協会 適格

昭和学院短期大学 短期大学基準協会 適格

仁愛女子短期大学 短期大学基準協会 適格

短期大学基準協会 適格

自由が丘産能短期大学 短期大学基準協会 適格

新潟青陵大学短期大学部 短期大学基準協会 適格

新潟中央短期大学

淑徳短期大学 短期大学基準協会 適格

帝京短期大学 短期大学基準協会 適格

千葉敬愛短期大学 短期大学基準協会 適格

実践女子短期大学

認定

認定

認定

東日本国際大学

日本薬科大学

横浜商科大学 平成22年度の再評価日本高等教育評価機構

日本高等教育評価機構

日本高等教育評価機構

平成22年度の再評価

平成21年度の再評価
平成24年度からの継続
審議
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/33tokyo_hukushi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/34tohoku_bunka_gakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/35higashinihon_kokusai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013/01nihon_yakka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2013_02/36yokohama_shoka.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/j_college/2013/kawasaki.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/j_college/2013/yone.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/j_college/2013/ryukoku.pdf
http://www.jihee.or.jp/tanki/2013/01sakuyo_ongaku_tanki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/1_h25_sapporokokusai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/2_h25_seiwagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/3_h25_sakuranoseibo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/4_h25_showagakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/5_h25_chibakeiai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/6_h25_jissenjoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/7_h25_jiyugaokasanno.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/8_h25_shukutoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/9_h25_teikyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/10_h25_tokyojoshitaiiku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/11_h25_tohogakuengeijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/12_h25_nitobebunka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/13_h25__rikkyojogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/14_h25_tokaidaigakuiryogijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/15_h25_niigataseiryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/16_h25_niigatachuo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/17_h25_kinjo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/18_h25_jinaijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/19_h25_yamanashigakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/20_h25_iidajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/21_h25_gifuhoken.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/22_h25_aichigakusen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/23_h25_aichikonan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/24_h25_okazakijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/25_h25_nagoyakeiei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/26_h25_nagoyabunri.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/27_h25_nanzan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/28_h25_kacho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/29_h25_kyotosagageijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/30_h25_kyotobunkyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/31_h25_seibi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/32_h25_otemae.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/33_h25_kobetokiwa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/34_h25_minatogawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/35_h25_kawasakiiryo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/36_h25_hiroshimakokusaigakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/37_h25_iwakuni.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/38_h25_shikoku.pdf


３．高等専門学校

４．専門職大学院

①法科大学院

不適合

中京大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合

桐蔭横浜大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合

神奈川大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

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

平成22年度の再評価

九州造形短期大学 短期大学基準協会 適格

近畿大学九州短期大学 短期大学基準協会 適格

精華女子短期大学 短期大学基準協会 適格

佐賀女子短期大学 短期大学基準協会 適格

適格

大阪大学（大学院高等司法研究科法務専攻） 大学評価・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） 大学評価・学位授与機構 適合

名古屋大学（大学院法学研究科実務法曹養成専攻） 大学評価・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） 大学評価・学位授与機構 適合

東北大学（大学院法学研究科総合法制専攻） 大学評価・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） 大学評価・学位授与機構 適合

広島修道大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

明治大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

大学基準協会

名城大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

弓削商船高等専門学校

宇部工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

呉工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

松江工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

白鷗大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 不適合

鳥羽商船高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

舞鶴工業高等専門学校

　平成25年度に認証評価機関３機関で実施した37専門職大学院の認証評価結果は、「適合」： 30大学院、「不適合」：
７大学院である。

佐世保工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

基準を満たしている

名  称

北九州工業高等専門学校

関東学院大学（大学院法務研究科実務法学専攻） 大学基準協会 不適合
甲南大学（大学院法学研究科法務専攻）

岐阜工業高等専門学校

東京工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

　平成25年度に認証評価機関１機関で実施した14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。

藍野大学短期大学部 短期大学基準協会

評価機関 評価結果 備  考

評価結果 備  考

大学評価・学位授与機構

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

基準を満たしている

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

大学評価・学位授与機構

大学基準協会 適合

広島大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学評価・学位授与機構 適合

評価機関名  称

神戸大学（大学院法学研究科実務法律専攻） 大学評価・学位授与機構 適合

奈良工業高等専門学校

鶴岡工業高等専門学校

木更津工業高等専門学校

南山大学（大学院法務研究科法務専攻）

日本大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学基準協会 適合

基準を満たしている

久留米工業高等専門学校 大学評価・学位授与機構

大学評価・学位授与機構 基準を満たしている

九州大学（大学院法務学府実務法学専攻） 大学評価・学位授与機構 適合
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http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/39_h25_kyushuzokei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/40_h25_kinkidaigakukyushu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/41_h25_seikajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/42_h25_sagajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h25/43_h25_aino.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_tsuruoka_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_kisarazu_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_tokyo_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_gifu_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_toba_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_maizuru_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_nara_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_matsue_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_kure_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_ube_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_yuge_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_kurume_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_kitakyushu_k201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/kousen/no6_1_3_sasebo_k201403.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_kanagawa_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_kansai_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_kanto_gakuin.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_konan.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_chukyo_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_toin.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_nanzan_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_nihon_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_hakuoh.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_shudo_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_meiji_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/law/2013/ls_meijo_u.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_tohoku_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_tokyo_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_yokohamakokuritsu_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_nagoya_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_kyoto_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_osaka_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_kobe_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_hiroshima_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_kyushu_h201403.pdf


②経営

③助産

適合

法政大学（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

芝浦工業大学（大学院工学マネジメント研究科工
学マネジメント専攻）

大学基準協会 適合

中央大学（大学院国際会計研究科国際会計専攻） 大学基準協会 適合

東京理科大学（大学院イノベーション研究科技術
経営専攻）

大学基準協会 適合

兵庫県立大学（大学院経営研究科経営専門職専
攻）

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

大学基準協会

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

適合(第5分野再評価）

岡山大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合

山梨学院大学（大学院法務研究科 ） 日弁連法務研究財団 適合(第5分野再評価）

東洋大学（専門職大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合(第5分野再評価）

成蹊大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合(第5分野再評価）

鹿児島大学（大学院司法政策研究科） 日弁連法務研究財団 適合(第2分野再評価）

同志社大学（大学院司法研究科法務専攻） 大学評価・学位授与機構 適合

適合

近畿大学（大学院法務研究科法務専攻） 大学評価・学位授与機構 適合

適合大阪市立大学（大学院法学研究科法曹養成専攻） 大学評価・学位授与機構

首都大学（東京大学院社会科学研究科法曹養成専攻） 大学評価・学位授与機構 適合

学習院大学（専門職大学院法務研究科法務専攻） 大学評価・学位授与機構

適合

天使大学助産専門職大学院 日本助産評価機構

名  称 評価機関 評価結果

適合

　平成25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。

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

早稲田大学（大学院ファイナンス研究科ファイナ
ンス専攻）

大学基準協会

備  考

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

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

島根大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合(第3･5分野再評価）

青山学院大学（大学院法務研究科 ） 日弁連法務研究財団

　平成25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。

琉球大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 適合(第5分野再評価）

中央大学（大学院法務研究科） 日弁連法務研究財団 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

東海大学（専門職大学院実務法学研究科） 日弁連法務研究財団 不適合

評価機関 評価結果 備  考名  称
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http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_shutodaigakutokyo_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_osakashiritsu_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_gakushuin_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_doshisha_h201403.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201403/houka/no6_2_kinki_h201403.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/seikei_report2013.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/kagoshima_report2013.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/kwansei-gakuin_report2013.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_okayamauniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_yamanashiuniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_toyouniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_shimaneuniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_aoyamauniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_ryukyuuniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_chuouniv.pdf
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/report2013_tokaiuniv.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/otaru_uc.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/kagawa_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/kyushu_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/shibaura_it.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/chuo_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/tus.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/doshisha.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/u_hyogo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/hosei.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/meiji.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/management/2013/waseda.pdf


④臨床心理

⑤教職大学院

⑥公共政策

⑦産業技術

⑧公衆衛生

⑨知的財産

⑩環境・造園

　平成25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。

名  称 評価機関 評価結果 備  考
兵庫県立大学大学院（緑景観環境マネジメント研
究科）

日本造園学会 適合

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

名  称 評価機関 評価結果 備  考

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

　平成25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。

東京大学（大学院公共政策学連携研究部・教育部
公共政策学専攻）

大学基準協会 適合

適合

名  称 評価機関

名  称 評価機関 評価結果 備  考

評価結果

　平成25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25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。

名  称 評価機関 評価結果 備  考

備  考名  称 評価機関

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

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

名  称 評価機関 評価結果

　平成25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25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。

大学基準協会 適合大阪工業大学（大学院知的財産研究科知的財産専攻）

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

適合

　平成25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。

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

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

備  考評価結果
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http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/PDF13_ninsyohyoka_hokokusyo_2013_02kansaidaigaku.pdf
http://www.iete.jp/project/h25/kekka/yamanashi.pdf
http://www.iete.jp/project/h25/kekka/seitoku.pdf
http://www.iete.jp/project/h25/kekka/teikyo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/public_policy/2013/u_tokyo.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/public_policy/2013/hit_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/public_health/2013/kyushu_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/public_health/2013/kyoto_u.pdf
http://www.juaa.or.jp/images/accreditation/pdf/result/intellectual_property/2013/oit.pdf
http://www.jabee.org/public_doc/download/?docid=1905.pdf
http://www.jila-zouen.org/wp-content/uploads/2012/12/H25Report.pdf
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