
※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

愛知医科大学 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

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

関西学院大学 大学基準協会 適合

関東学院大学 大学基準協会 適合

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

甲南大学 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

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

大正大学 大学基準協会 適合

中部大学 大学基準協会 適合

都留文科大学 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

同志社大学 大学基準協会 適合

鳥取看護大学 大学基準協会 適合

名古屋商科大学 大学基準協会 適合

南山大学 大学基準協会 適合
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新潟リハビリテーション大学 大学基準協会 適合

二松学舎大学 大学基準協会 適合

姫路大学 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

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

山形県立米沢栄養大学 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

医療創生大学 大学基準協会 適合 旧 いわき明星大学の再評価

新潟産業大学 大学基準協会 適合 再評価

文星芸術大学 大学基準協会 適合 再評価

東京医科大学 大学基準協会 適合 追評価

金沢医科大学 大学基準協会 適合 追評価

順天堂大学 大学基準協会 適合 追評価

聖マリアンナ医科大学 大学基準協会 不適合 追評価

北里大学 大学基準協会 適合 追評価

福岡大学 大学基準協会 適合 追評価

秋田大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

東京農工大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

信州大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

大阪教育大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

奈良女子大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

沖縄県立看護大学 大学改革支援・学位授与機構 適合している

愛知産業大学 日本高等教育評価機構 適合

足利大学 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

大阪商業大学 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

環太平洋大学 日本高等教育評価機構 適合

岐阜協立大学 日本高等教育評価機構 適合

京都医療科学大学 日本高等教育評価機構 適合

京都看護大学 日本高等教育評価機構 適合
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http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/07gifu_kyoritsu_university.pdf
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熊本保健科学大学 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

久留米工業大学 日本高等教育評価機構 適合

こども教育宝仙大学 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

嵯峨美術大学 日本高等教育評価機構 適合

佐久大学 日本高等教育評価機構 適合

産業能率大学 日本高等教育評価機構 適合

種智院大学 日本高等教育評価機構 不適合

西武文理大学 日本高等教育評価機構 適合

大同大学 日本高等教育評価機構 適合

多摩大学 日本高等教育評価機構 適合

千葉工業大学 日本高等教育評価機構 適合

帝京科学大学 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

東京未来大学 日本高等教育評価機構 適合

東邦音楽大学 日本高等教育評価機構 適合

東北医科薬科大学 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

東北生活文化大学 日本高等教育評価機構 不適合

長崎総合科学大学 日本高等教育評価機構 適合

長野保健医療大学 日本高等教育評価機構 適合

新潟医療福祉大学 日本高等教育評価機構 適合

日本文理大学 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

花園大学 日本高等教育評価機構 適合

福井工業大学 日本高等教育評価機構 適合

文化ファッション大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

身延山大学 日本高等教育評価機構 適合

明治国際医療大学 日本高等教育評価機構 適合

森ノ宮医療大学 日本高等教育評価機構 適合

大和大学 日本高等教育評価機構 適合

酪農学園大学 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 適合 平成30年度再評価
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大阪観光大学 日本高等教育評価機構 不適合 平成29年度評価結果の変更

沖縄県立芸術大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

岐阜薬科大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

公立鳥取環境大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

敦賀市立看護大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

長崎県立大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

奈良県立医科大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

名桜大学 大学教育質保証・評価センター 基準を満たしている

https://www.jihee.or.jp/achievement/archive_year/pdf/osaka_kanko_result.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result01.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result02.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result03.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result04.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result05.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result06.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result07.pdf


２．短期大学

名  称 評価機関 評価結果 備  考

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

作陽短期大学 日本高等教育評価機構 適合

自由が丘産能短期大学 日本高等教育評価機構 適合

札幌国際大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

聖和学園短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

桜の聖母短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

常磐短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

昭和学院短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

千葉敬愛短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

実践女子大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

淑徳大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

帝京短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

貞静学園短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

東京女子体育短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

桐朋学園芸術短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

新渡戸文化短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

新潟青陵大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

新潟中央短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

金城大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

仁愛女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

山梨学院短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

飯田女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

岐阜保健大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

高山自動車短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

愛知学泉短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

岡崎女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

名古屋経営短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

名古屋文理大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

華頂短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

京都文教短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

嵯峨美術短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/511/20210326_863482.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/512/20210326_506627.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/35/20210326_839942.pdf
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https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/1_R2hyoka_sapporokokusaidaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/2_R2hyoka_seiwagakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/3_R2hyoka_sakuranoseibo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/4_R2hyoka_tokiwa_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/5_R2hyoka_showagakuin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/6_R2hyoka_chibakeiai_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/7_R2hyoka_jissenjoshi_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/8_R2hyoka_syukutokudaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/9_R2hyoka_teikyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/10_R2hyoka_teiseigakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/11_R2hyoka_tokyojoshitaiiku_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/12_R2hyoka_tohogakuen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/13_R2hyoka_nitobebunka_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/14_R2hyoka_niigataseiryodaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/15_R2hyoka_niigatachuou_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/16_R2hyoka_kinjodaigaku_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/17_R2hyoka_jinaijoshi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/18_R2hyoka_yamanasigakuin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/19_R2hyoka_iidajoshi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/20_R2hyoka_gifuhoken_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/21_R2hyoka_takayamajidosya_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/22_R2hyoka_aitigakusen_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/23_R2hyoka_okazakijoshi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/24_R2hyoka_nagoyakeiei_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/25_R2hyoka_nagoyabunridaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/26_R2hyoka_katyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/27_R2hyoka_kyotobunkyo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/28_R2hyoka_sogabijutu_tankidaigaku.pdf


大手前短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

神戸常盤大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

湊川短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

川崎医療短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

岩国短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

四国大学短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

折尾愛真短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

九州産業大学造形短期大学部 大学・短期大学基準協会 適格

近畿大学九州短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

久留米信愛短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

精華女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

佐賀女子短期大学 大学・短期大学基準協会 適格

https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/29_R2hyoka_otemae_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/30_R2hyoka_kobetokiwadaigaku_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/31_R2hyoka_minatogawa_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/32_R2hyoka_kawasakiiryo_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/33_R2hyoka_iwakuni_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/34_R2hyoka_shikokudaigaku_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/35_R2hyoka_orioaishin_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/36_R2hyoka_kyusyusangyodaigakuzoukei_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/37_R2hyoka_kinkidaigakukyusyu_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/38_R2hyoka_kurumeshinai_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/39_R2hyoka_seikajoshi_tankidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/40_R2hyoka_sagajoshi_tankidaigaku.pdf


３．高等専門学校

名  称 評価機関 評価結果 備  考

鶴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

木更津工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

東京工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

岐阜工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

鳥羽商船高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

舞鶴工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

奈良工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

松江工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

呉工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

宇部工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

弓削商船高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

久留米工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

北九州工業高等専門学校 大学改革支援・学位授与機構 適合している

https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_tsuruoka_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kisarazu_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_tokyo_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_gifu_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_toba_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_maizuru_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_nara_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_matsue_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kure_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_ube_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_yuge_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kurume_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kitakyushu_k202103.pdf


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

千葉大学（大学院専門法務研究科法務専攻） 大学改革支援・学位授与機構 適合している

日本大学大学院法務研究科 日弁連法務研究財団 適合 2018年度に要請した再評価結果。

②経営

名  称 評価機関 評価結果 備  考

北九州市立大学大学院
マネジメント研究科マネジメント専攻

大学基準協会 適合

グロービス経営大学院大学経営研究科経営専攻 大学基準協会 適合

県立広島大学大学院
経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ専攻

大学基準協会 適合

事業創造大学院大学事業創造研究科事業創造専攻 大学基準協会 適合

立命館大学大学院経営管理研究科経営管理専攻 大学基準協会 適合

③会計

名  称 評価機関 評価結果 備  考

大原大学院大学会計研究科会計専攻 大学基準協会 適合

兵庫県立大学大学院会計研究科会計専門職専攻 大学基準協会 適合

④臨床心理

名  称 評価機関 評価結果 備  考

帝京平成大学大学院（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

⑤公共政策

名  称 評価機関 評価結果 備  考

京都大学大学院公共政策教育部公共政策専攻 大学基準協会 適合

⑥ファッション・ビジネス

名  称 評価機関 評価結果 備  考

文化ファッション大学院大学 日本高等教育評価機構 適合

⑦教職大学院

名  称 評価機関 評価結果 備  考

弘前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

山形大学大学院教育実践研究科教職実践専攻 教員養成評価機構 適合

群馬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

上越教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻 教員養成評価機構 適合

福井大学大学院
福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学
連合教職開発研究科教職開発専攻

教員養成評価機構 適合

https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_2_chiba_h202103.pdf
https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/20210331_1.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/92/20210326_997318.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/92/20210326_997318.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/125/20210326_793212.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/393/20210326_991748.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/393/20210326_991748.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/525/20210326_661772.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/347/20210326_120047.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/524/20210326_622623.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/472/20210326_540562.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2021_3.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/7/20210326_236551.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/47bunka_fashion_graduate_university.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/hirosaki.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/yamagata.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/gunma.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/jyouetsu2.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/f_n_g.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/f_n_g.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/f_n_g.pdf


愛知教育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

滋賀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

京都教育大学大学院連合教職実践研究科教職実践専攻 教員養成評価機構 適合

兵庫教育大学大学院学校教育研究科教育実践高度化専攻 教員養成評価機構 適合

鳴門教育大学大学院学校教育研究科高度学校教育実践専攻 教員養成評価機構 適合

鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻 教員養成評価機構 適合

創価大学大学院教職研究科教職専攻 教員養成評価機構 適合

玉川大学大学院教育学研究科教職専攻 教員養成評価機構 適合

⑧産業技術

名  称 評価機関 評価結果 備  考

東京都立産業技術大学院大学
産業技術研究科 情報アーキテクチャ専攻

日本技術者教育認定機構
(JABEE)

適合 

⑨公衆衛生

名  称 評価機関 評価結果 備  考

帝京大学大学院公衆衛生学研究科公衆衛生学専攻 大学基準協会 適合

http://www.iete.jp/project/r02/kekka/aichi.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/shiga.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/kyotokyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/hyogokyouiku.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/naruto.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/kagoshima.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/souka.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/tamagawa.pdf
https://jabee.org/pgschool/result
https://jabee.org/pgschool/result
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/221/20210326_101657.pdf

