
　機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果

【注記】
○認証評価結果について

○設置計画履行状況等調査結果について

※設置計画履行状況等調査結果の指摘事項の区分

　改善：充実や改善が望まれる事項があり、認可を受けた者又は届出を行った者に対してこれを通知する
　　　　事項

※評価結果については認証評価機関毎に表記が異なりますが、便宜上、大学評価基準に適合している場合
　は「適合」、不適合である場合は「不適合」の表記で統一しています。
※名称変更や設置者変更を行った大学について、変更前に認証評価を受審している場合、その結果を記載
　しています。

※本調査は、原則として学部等を開設した年度に入学した学生が卒業する年度（完成年度）までを対象
　としており、大学に設置される全ての学部等が調査対象ではありません。

※設置計画履行状況等調査結果について、当該年度の調査対象学部等がない場合は「対象外」、調査対象
　学部等に指摘事項が付されていない場合は「該当なし」、指摘事項が付されている場合は、当該学部等
　の名称及び指摘事項の内容を区分ごとに記載しています。

　是正：設置計画の履行状況が不適当な事項があり、認可を受けた者又は届出を行った者に対して、是正
　　　　を求める事項



機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

国立大学

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

北海道大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

北海道教育大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

室蘭工業大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

小樽商科大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

帯広畜産大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

北見工業大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

旭川医科大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

弘前大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

岩手大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東北大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

宮城教育大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

秋田大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

山形大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

福島大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

茨城大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

筑波大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

筑波技術大学 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

宇都宮大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

群馬大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

埼玉大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

千葉大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

東京大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

東京医科歯科大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

東京外国語大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

東京芸術大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京工業大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

お茶の水女子大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京学芸大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京農工大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

電気通信大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

一橋大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

政策研究大学院大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京海洋大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

横浜国立大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

総合研究大学院大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

新潟大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

長岡技術科学大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

上越教育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

富山大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

金沢大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

北陸先端科学技術大学院大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

福井大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

山梨大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

信州大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

岐阜大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

静岡大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

浜松医科大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

名古屋大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

名古屋工業大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

愛知教育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

豊橋技術科学大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hokudai_d202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_hokkyodai_d201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_muroran-it_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_otaru-uc_d202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_obihiro_d201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_kitami-it_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_asahikawa-med_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_1_hirosaki-u_d202003_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_iwate-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tohoku_d202203.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/330/20200717_644912.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_akita-u_d202103_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_yamagata-u_d202003_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_fukushima-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_ibaraki_d202203_2.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_tsukuba_d201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_tsukuba-tech_d201903.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_utsunomiya-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_gunma_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_saitama_d201703.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_chiba-u_d202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_u-tokyo_d201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tmd_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_tufs_d202003.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_geidai_d201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_titech_d202203_2.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_ocha_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_u-gakugei_d201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_1_tuat_d202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_uec_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_hit-u_d202203_2.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_grips_d201803.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_ynu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_soken_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_niigata-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_nagaokaut_d202003_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_juen_d202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_u-toyama_d201803.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/80/20220404_584015.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_jaist_d202003.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_u-fukui_d201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_yamanashi_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_1_shinshu-u_d202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_gifu-u_d202003_3.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_shizuoka_d202203_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_hama-med_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_nagoya-u_d202203_2.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_aichi-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_tut_d202003.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

三重大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

滋賀大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

滋賀医科大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

京都大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

京都教育大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

京都工芸繊維大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

大阪大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

大阪教育大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

神戸大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

兵庫教育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

奈良教育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

奈良女子大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

奈良先端科学技術大学院大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

和歌山大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

鳥取大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

島根大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

岡山大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

広島大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

山口大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

徳島大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

鳴門教育大学 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

香川大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

愛媛大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

高知大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

九州工業大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

福岡教育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

九州大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

佐賀大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

長崎大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

熊本大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

大分大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

宮崎大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

鹿児島大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

鹿屋体育大学 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

琉球大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

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
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_shiga-med_d201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_kyoto-u_d202003_4.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_kyokyo-u_d202003.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/006/202103/no6_1_1_osaka-kyoiku_d202103.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_hyogo-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nara-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_1_nara-wu_d202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_naist_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_1_wakayama-u_d202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_tottori-u_d202203_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_tottori-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_okayama-u_d202203_2.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_hiroshima_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_yamaguchi-u_d201603.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
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kagawa-u_d201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_ehime-u_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_kochi-u_d202203_2.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_fukuoka-edu_d202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_1_kyushu-u_d202203_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202204/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/storage/006/202303/no6_1_1_kagoshima-u_d202203_2.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_1_nifs-k_d202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_u-ryukyu_d201803.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

公立大学

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

札幌医科大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

公立はこだて未来大学 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

釧路公立大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

名寄市立大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

札幌市立大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

公立千歳科学技術大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

青森公立大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

青森県立保健大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

岩手県立大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

宮城大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

秋田県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

国際教養大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

秋田公立美術大学 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

山形県立保健医療大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

山形県立米沢栄養大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

福島県立医科大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

会津大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

茨城県立医療大学 R3 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

高崎経済大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

前橋工科大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

群馬県立女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

群馬県立県民健康科学大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

埼玉県立大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

千葉県立保健医療大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京都立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京都立産業技術大学院大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

横浜市立大学 R3 適合 大学教育質保証・評価センター － 該当なし 該当なし

神奈川県立保健福祉大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

川崎市立看護大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

新潟県立看護大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟県立大学 R3 適合 大学教育質保証・評価センター － 該当なし 該当なし

長岡造形大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

三条市立大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

富山県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

公立小松大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しているため，提示された教員
の採用計画を確実に履行するよ
う努めること。（サステイナブ
ルシステム科学研究科ヘルスケ
アシステム科学専攻（Ｍ））

石川県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

金沢美術工芸大学 R3 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

石川県立看護大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

福井県立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

敦賀市立看護大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

都留文科大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

山梨県立大学 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

公立諏訪東京理科大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

長野県立大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

長野県看護大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/155/20180328_337644.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_fun_d201903_.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/120/20180328_266382.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/278/20190326_614402.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/11/20180328_854507.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/39chitose_institute_of_science_and_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/43/20190326_588205.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/3/20170407_284491.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/53/20160323_785207.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/22/20200326_774638.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_akita-pu_d201703.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/553/20220324_711018.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_nts_akibi_d201903.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/341/20170322_399673.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/583/20210326_875319.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_fmu_d201803.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/566/20180328_457494.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result01.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/203/20170322_336180.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_maebashi-it_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/559/20170322_854940.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/571/20190326_756390.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/151/20190326_760814.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/554/20160323_485083.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_tmu_d201703.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/576/20200326_365377.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result05.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kuhs_d201603.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/461/20180328_492010.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result04.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/265/20160323_274067.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_pu-toyama_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_ishikawa-pu_d201703.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result02.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/1/20200326_860089.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/310/20170322_682962.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result04.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/219/20210326_810885.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_yamanashi-ken_d201903.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/38tokyo_university_of_science_suwa.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/268/20190326_445040.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

長野大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（総合福祉学研究科社会福祉学
専攻（Ｍ））

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（総合福祉学研究科社会福祉学
専攻（Ｄ））

岐阜薬科大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

岐阜県立看護大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

情報科学芸術大学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

静岡県立農林環境専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

静岡県立大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

静岡文化芸術大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

静岡社会健康医学大学院大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

名古屋市立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知県立芸術大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

愛知県立大学 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

三重県立看護大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

滋賀県立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

京都市立芸術大学 R3 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

京都府立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

京都府立医科大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

福知山公立大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大阪市立大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

大阪府立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

大阪公立大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

神戸市外国語大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸市看護大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

兵庫県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

芸術文化観光専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

奈良県立医科大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

奈良県立大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

和歌山県立医科大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

公立鳥取環境大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

島根県立大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

岡山県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

新見公立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

県立広島大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

尾道市立大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

広島市立大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

福山市立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

叡啓大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

下関市立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

山口県立大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

山陽小野田市立山口東京理科大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

周南公立大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

香川県立保健医療大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

愛媛県立医療技術大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

高知県立大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

高知工科大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/41nagano_university.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result02.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/95/20180328_940590.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/175/20220324_575165.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/160/20170322_591521.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_suac_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/561/20170322_586913.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_aichi-fam-u_d201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_1_aichi-pu_d201903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/328/20200326_802670.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/408/20170322_577188.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2022/03/2021result03.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_kpu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_kpu-m_d201803.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/423/20180328_502733.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_ado2015osaka-cu_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_osakafu-u_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/136/20170322_949969.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/137/20170322_113037.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_u-hyogo_d201703.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result06.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_narapu_d201803.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/353/20160323_928820.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result03.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/164/20200326_527449.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_oka-pu_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/562/20170322_787771.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_pu-hiroshima_d201803.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_onomichi-u_d201603.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/308/20170322_771423.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fcu_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/165/20170322_827788.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/342/20180328_883671.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/31tokyo_university_of_science_yamaguchi.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/55tokuyama_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/73/20180328_353547.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/55/20170322_827131.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/552/20160323_900030.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/10/20200326_589137.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

北九州市立大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

九州歯科大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

福岡女子大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

福岡県立大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

長崎県立大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 該当なし 該当なし

熊本県立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大分県立看護科学大学 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

宮崎公立大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

宮崎県立看護大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

名桜大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 該当なし 該当なし

沖縄県立芸術大学 R2 適合 大学教育質保証・評価センター － 対象外 対象外

沖縄県立看護大学 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_kitakyu-u_d201603.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_kyu-dent_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fwu_d201703.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_fpu_d201703.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result05.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/123/20170322_687901.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/daigaku/no6_1_1_oita-nhs_d201703.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/331/20170322_211534.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_mpu_d201603.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result07.pdf
http://jaque.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/2020result01.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_1_okinawa-nurs_d202103.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

私立大学

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

札幌大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

札幌学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

函館大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

藤女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

北星学園大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

北海学園大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

北海道科学大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しており，教育の質の低下が危
惧されるため，設置計画に示さ
れている専任教員数を確実に確
保するための採用計画を立案
し，確実に履行するよう努める
こと。（薬学部薬学科）

酪農学園大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

旭川大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

北海道医療大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

北海商科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

星槎道都大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

北海道情報大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

札幌国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

北翔大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

北洋大学 R1(H31)
不適合
(再評価)

日本高等教育評価機構 ・収容定員未充足 対象外 対象外

日本赤十字北海道看護大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

北海道文教大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しているため，提示された教員
の採用計画を確実に履行するよ
う努めること。（国際学部国際
教養学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（国際学部国際教養学科）

北海道文教大学の既設学科等
（人間科学部看護学科）の入学
定員超過の改善に努めること。

天使大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

育英館大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

札幌大谷大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

札幌保健医療大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本医療大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（総合福祉学部介護福祉マ
ネジメント学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（総合福祉学部ソーシャル
ワーク学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（保健医療学部臨床工学
科）

北海道千歳リハビリテーション大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

青森大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

柴田学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

弘前学院大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

八戸工業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

八戸学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

青森中央学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

弘前医療福祉大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岩手医科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

富士大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/28sapporo_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/156/20220324_174822.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/42hakodate_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/317/20170322_802648.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/323/20160323_795263.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/51hokkai-gakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/52hokkaido_university_of_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/40rakuno_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/06asahikawa_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/326/20180328_923442.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/71hokkai_school_of_commerce.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/48dohto_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/72hokkaido_information_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/30sapporo_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/72hokusho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/19tomakomai_komazawa_univercity.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/296/20220324_111689.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/327/20180328_422341.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/223/20190326_485730.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/79wakkanai_hokusei_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/29sapporo_otani_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/11sapporo_university_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/11japan_health_care_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/03aomori_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/52tohoku_womens_college.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/304/20200326_442260.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/32hachinohe__institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/65hachinohe_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/04aomori_chuo_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/52hirosaki_university_of_health_and_welfare.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/52/20210326_362309.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/48fuji_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

盛岡大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岩手保健医療大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学研究科看護学専攻
（Ｍ））

仙台大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東北学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東北工業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東北福祉大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東北医科薬科大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東北生活文化大学 R2 不適合 日本高等教育評価機構

・寄附行為や規則に即した運営
が行われていない
・安定的な財政基盤が確保され
ていない

該当なし 該当なし

宮城学院女子大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

石巻専修大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（経営学部情報マネジメン
ト学科）

仙台白百合女子大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東北文化学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

尚絅学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

ノースアジア大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

秋田看護福祉大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本赤十字秋田看護大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東北芸術工科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東北公益文科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東北文教大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

郡山女子大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

奥羽大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

医療創生大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（健康医療科学部作業療法
学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（心理学部臨床心理学科）

東日本国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福島学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

茨城キリスト教大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

流通経済大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

常磐大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

つくば国際大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

筑波学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本ウェルネススポーツ大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

アール医療専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部理学
療法学科）

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部作業
療法学科）

足利大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

白鷗大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/77the_university_of_morioka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/08sendai_univercity.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/253/20180328_664226.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/27tohoku_institute_of_technology.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/254/20170322_961665.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/26tohoku_medical_and_pharmaceutical_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/43tohoku_seikatsu_bunka_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/329/20190326_934503.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/534/20210326_181542.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/197/20210326_598348.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/54tohoku_bunka_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/36shokei_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/66north_asia_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/01akita_university_of_nursing_and_welfare.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/555/20160323_809169.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/39tohoku_university_of_art_and_design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/51tohoku_university_of_community_service_and_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/53tohoku_bunkyo_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/26koriyama_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/09ohu_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/51/20210326_838892.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/67higashi_nippon_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/68fukushima_college.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/49/20210326_621507.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/350/20220324_237619.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/258/20170322_566998.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/433/20170322_695941.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/43tsukuba_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/61nihon_wellness_sports_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/02ashikaga_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/16/20170322_838430.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

作新学院大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

国際医療福祉大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

宇都宮共和大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

文星芸術大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

自治医科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

獨協医科大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

育英大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

桐生大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

群馬パース大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部言語
聴覚学科）

群馬医療福祉大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

高崎健康福祉大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし

高崎健康福祉大学の既設学科等
（健康福祉学部社会福祉学科）
の入学定員超過の改善に努める
こと。

高崎商科大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

上武大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

関東学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

共愛学園前橋国際大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

日本医療科学大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本薬科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

武蔵野学院大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

浦和大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

ものつくり大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

共栄大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

埼玉学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

尚美学園大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

入学者選抜の適切な実施等を通
じ，入学定員超過の改善に努め
ること。（スポーツマネジメン
ト学部スポーツマネジメント学
科）

尚美学園大学の既設学科等（芸
術情報学部情報表現学科）の入
学定員超過の改善に努めるこ
と。

人間総合科学大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

西武文理大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

十文字学園女子大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

平成国際大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京国際大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

城西大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東邦音楽大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

獨協大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

日本工業大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

明海大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

埼玉医科大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

埼玉工業大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

駿河台大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

聖学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

女子栄養大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/13sakushin_gakuin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/19international_university_of_health_and_welfare.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/54/20190326_122956.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/321/20210326_505551.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/161/20210326_145477.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/261/20180328_465572.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/15kiryu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/09gunma_paz_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/25gunma_university_of_health_and_welfare.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/204/20170322_238399.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/46takasaki_university_of_commerce.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/174/20180328_904354.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/18kantogakuen__university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/103/20170322_437418.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/12nihon_institute_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/65nihon_pharmaceutical_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/67musashino_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/05urawa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/76institute_of_technologists.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/20kyoei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/28saitama_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/18shobi_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/49university_of_human_arts_and_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/18bunri_university_of_hospitality.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/24jumonji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/61heisei_international_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/237/20180328_977387.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/170/20170322_720287.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/25toho_college_of_music.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/260/20220324_889481.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/46nippon_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/15meikai_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/14saitama_medical_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/152/20200326_133762.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
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/21kagawa_nutrition_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

東都大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（管理栄養学部管理栄養学
科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（幕張ヒューマンケア学部
臨床工学科）

日本保健医療大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

放送大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

千葉科学大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛国学園大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

開智国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

清和大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

城西国際大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

淑徳大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

敬愛大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

千葉工業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

千葉商科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

中央学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

麗澤大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

和洋女子大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

国際武道大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神田外語大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

千葉経済大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

秀明大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

川村学園女子大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京情報大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京基督教大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

聖徳大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しており，教育の質の低下が危
惧されるため，設置計画に示さ
れている専任教員数を確実に確
保するための採用計画を立案
し，確実に履行するよう努める
こと。（音楽学部音楽学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（音楽学部音楽学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（教育学部教育学科）

江戸川大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

了德寺大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

植草学園大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

三育学院大学 R3 不適合 日本高等教育評価機構

・三つのポリシーを踏まえた学
修成果の組織的な分析・改善が
行われていない
・内部質保証が機能していない

対象外 対象外

亀田医療大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京福祉大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

跡見学園女子大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

文教大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

文京学院大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

目白大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東京成徳大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（国際学部国際学科）

東洋学園大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

帝京平成大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/38tohto_college_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/64japan_university_of_health_sciences.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_ouj_d201803.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/49chiba_institute_of_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/01aikoku_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/17kaichi_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/42seiwa_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/171/20170322_692205.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/168/20190326_918459.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/127/20220324_691893.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/21chiba_institute_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/32chiba_university_of_commerce.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/214/20220324_917327.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/56reitaku_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/356/20220324_546735.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/147/20160323_317434.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/05kanda_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/40chiba_keizai_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/17shumei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/05kawamura_gakuen_woman's_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/240/20160323_921574.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/233/20160323_168199.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/26seitoku_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/04edogawa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/17ryotokuji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/03uekusagakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/20saniku_gakuin_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/05kameda_college_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/53tokyo_university_of_social_welfare.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/47/20160323_133382.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/319/20160323_253145.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/320/20210326_927881.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/75mejiro_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/36tokyo_seitoku_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/257/20180328_835506.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/50teikyo_heisei_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

青山学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

上野学園大学 R1(H31)
不適合
(再評価)

日本高等教育評価機構 ・収容定員未充足 対象外 対象外

大妻女子大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

学習院大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

北里大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

共立女子大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

慶應義塾大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

工学院大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

國學院大學 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

国士舘大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

駒澤大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

実践女子大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

芝浦工業大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

順天堂大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

上智大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

昭和大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

昭和女子大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

昭和薬科大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

女子美術大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

杉野服飾大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

成城大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

聖心女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

清泉女子大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

聖路加国際大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

専修大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大正大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大東文化大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

高千穂大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

拓殖大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

多摩美術大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

中央大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東海大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（農学部食生命科学科）

東京医科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京家政大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京家政学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京歯科大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京慈恵会医科大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京女子医科大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京電機大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京農業大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京薬科大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京理科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東邦大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東洋大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京音楽大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

二松學舍大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/44/20220324_148883.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/18ueno_gakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/06otsuma_womens_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/530/20160323_831483.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/93/20210326_101124.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/115/20180328_372483.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20200326_301715.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/130/20210326_348626.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/144/20160323_943180.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/27kokushikan_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/149/20210326_191721.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/162/20210326_272318.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/163/20220715_158747.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/169/20210825_352172.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/172/20170322_760520.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/26showa_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/177/20180328_743735.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/178/20170322_898207.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/179/20160323_631493.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/34sugino_fashion_college.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/186/20160323_706702.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/187/20170322_614871.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/189/20190326_546663.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/201/20210326_419279.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/202/20170322_351542.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/47takachiho_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/206/20220324_686293.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/208/20160323_777449.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/213/20170322_647967.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/225/20180328_894178.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/227/20210326_316788.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/232/20180328_555766.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/46tokyo_kasei_gakuin_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/238/20170322_990218.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/239/20170322_590402.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/241/20170322_611022.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/242/20220324_326112.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/245/20170322_238071.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/247/20200326_593236.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/248/20210326_885140.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/249/20210326_741679.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/252/20200326_137695.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/255/20220324_758718.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/35tokyo_college_of_music.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/285/20210825_355844.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

日本大学 R3
不適合
(追評価)

大学基準協会

・理事、職員の人事において適
切性・公正性を欠いている
・評議員会、監事による理事会
のチェック機能が果たされてい
ない
・理事会における構成員での議
論が不十分、理事相互のチェッ
ク機能が果たされていない

該当なし 該当なし

日本医科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本歯科大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本社会事業大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

日本女子大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

日本女子体育大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本体育大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

ルーテル学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

文化学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

法政大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

星薬科大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

武蔵大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京都市大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

武蔵野音楽大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

明治大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

明治学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

明治薬科大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

立教大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

立正大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

早稲田大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

国際仏教学大学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

学習院女子大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京国際工科専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

東京保健医療専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（リハビリテーション学部
作業療法学科）

情報経営イノベーション専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

大学院大学至善館 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

東京通信大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審

入学定員超過率が令和４年度は
1.29倍と昨年度の2.06倍から大
幅に改善されたものの，平均入
学定員超過率は1.53倍と昨年度
から上昇しており，依然として
著しく高い。そのため，提示さ
れた定員超過の是正に向けた改
善計画を確実に実施する等，適
切な対策を実施することによ
り，入学定員超過を是正に努め
ること。（情報マネジメント学
部情報マネジメント学科（通信
教育課程））

該当なし

国際ファッション専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

駒沢女子大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

亜細亜大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

桜美林大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

国立音楽大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

国際基督教大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

白百合女子大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

成蹊大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

玉川大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（芸術学部音楽学科）

玉川大学の既設学科等（工学部
ソフトウェアサイエンス学科）
の入学定員超過の改善に努める
こと。

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/286/20220603_496796.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/45nippon_medical_school.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/40the_nippon_dental_university.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_jcsw_d201603.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/291/20200326_691450.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/63japan_womens_college_of_physical_education.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/47nippon_sport_science_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/351/20180328_286429.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/70bunka_gakuen_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20200326_878290.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/325/20180328_385289.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/333/20220324_513048.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/246/20170322_132616.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/54musashino_academia_musicae.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20220324_137211.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/337/20160323_725064.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/338/20170322_597022.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/345/20180328_934472.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/346/20160323_491599.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/355/20210326_340233.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/146/20180328_230526.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/74/20190326_309728.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/150/20200326_183154.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/2/20200326_862769.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/02jf_oberlin_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/121/20170322_449963.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/145/20180328_776278.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/180/20180328_528315.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/185/20170322_735317.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/207/20190326_628656.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

津田塾大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

帝京大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東京経済大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東京女子体育大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京神学大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京造形大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

桐朋学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本獣医生命科学大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

武蔵野大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

武蔵野美術大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

明星大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

和光大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

杏林大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

創価大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

日本文化大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京工科大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本赤十字看護大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

恵泉女学園大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

多摩大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京純心大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

嘉悦大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京富士大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ＬＥＣ東京リーガルマインド大学院大学 H29 不適合 日本高等教育評価機構

・ガバナンスが適切に機能して
いない
・事実と異なる報告

対象外 対象外

デジタルハリウッド大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

白梅学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京医療保健大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし

多くの専任教員が就任辞退又は
辞任しているが，原因分析や改
善策が十分ではないため，教育
研究水準の維持向上等に配慮し
た安定的な教員組織の編成のた
め，詳細な原因分析及びより効
果的な改善策について検討する
こと。（東が丘看護学部看護学
科）

東京聖栄大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ビジネス・ブレークスルー大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

グロービス経営大学院大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

文化ファッション大学院大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大原大学院大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東京未来大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ハリウッド大学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ＳＢＩ大学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

こども教育宝仙大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京有明医療大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

東京工芸大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

産業能率大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ヤマザキ動物看護大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東京医療学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

事業構想大学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

社会構想大学院大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

帝京科学大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

星槎大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

神奈川大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

関東学院大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

鶴見大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/218/20180328_694300.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/30teikyo_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/234/20200326_466877.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/32tokyo_womens_college_of_physical_education.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/243/20200326_873899.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/23tokyo_zokei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/49toho_gakuen_school_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/62nippon_veterinary_and_life_science_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/334/20200326_639561.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/23/20160323_990376.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/339/20180328_493738.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/354/20200326_265726.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/116/20160323_645465.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/199/20220701_399689.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/63nihonbunka_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/31tokyo_university_of_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/292/20160707_469081.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/128/20180328_929764.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/20tama_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/47tokyo_junshin_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/08kaetsu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/37tokyofuji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/78lec_graduate_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/567/20180328_140393.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/37shiraume_gakuen_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/229/20190326_466206.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/13tokyo_seiei_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/14business_breakthrough_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/125/20200326_526060.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/35bunka_fashion_graduate_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/524/20200326_493797.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/24tokyo_future_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/43hollywood_graduate_school_of_beauty_business.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/03sbi_graduate_school.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/13hosen_college_of_childhood_education.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/34tokyo_ariake_university_of_medical_and_health_sciences.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/236/20220324_709277.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/17sanno_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/55yamazaki_university_of_animal_health_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/52university_of_tokyo_health_sciences.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/563/20180328_679344.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/22teikyo_university_of_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/39seisa_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/77/20220324_434339.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/91/20210326_918296.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/220/20180328_244853.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

フェリス女学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

横浜商科大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

八洲学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

情報セキュリティ大学院大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

横浜薬科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

麻布大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神奈川歯科大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

鎌倉女子大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

湘南工科大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

相模女子大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

洗足学園音楽大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし

研究室の確保や利用について，
レッスン室利用や共同利用など
の利用状況を踏まえると大学設
置基準に違反している状況とは
見受けられないものの，研究を
目的とした利用が少ないように
見受けられる。また，共同研究
費に関する学内規程が存在せ
ず，かつ，研究成果報告等の提
出を求めていないことなどを踏
まえると，研究に対する意識や
取組が十分であるかについて疑
義がある。大学は教育と研究を
行うことを目的としていること
を踏まえ，教員や学生の意見も
聞きつつ，必要な規程の整備な
ど研究についての適切な環境整
備に留意すること。（音楽学部
音楽学科）

聖マリアンナ医科大学 R2
不適合
(追評価)

大学基準協会

・公正・公平な入学者選抜を行
うための抜本的な改善がされて
いない
・不適切な入学者選抜の再発防
止を含めたガバナンス体制が不
十分
・改善への姿勢が消極的であり
社会への説明責任を果たしてい
ないことから、質保証がされて
いない

該当なし 該当なし

神奈川工科大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

昭和音楽大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

桐蔭横浜大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東洋英和女学院大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

松蔭大学 H30
不適合
(再評価)

日本高等教育評価機構

・収容定員未充足
・適切な規定整備がなされてい
ない

平均入学定員超過率が0.29倍と
依然として著しく低い状態が継
続している。早急に入学定員の
充足に向けて効果的な改善策を
講ずる必要があるが，学生確保
に向け，現状分析を踏まえた改
善策の検討が十分なされていな
いと見受けられることから，令
和５年度入学者選抜の結果も含
め早急に詳細な分析を行った上
で令和６年度の入学定員の充足
に向けた新たな措置を講じるこ
とにより，入学定員の充足に努
めること。なお，令和６年度以
降の入学定員の見直しも引き続
き検討すること。（コミュニ
ケーション文化学部子ども学
科）

専任教員数が設置計画から減少
しているが，教員の採用計画に
ついて，学生数は定員充足に向
けて増加を見込む一方，専任教
員数は定年退職する教員の補充
に留（とど）まる計画となって
おり，学生規模，教育内容及び
教員負担に応じた適切な教員の
採用計画とは見受けられない。
引き続き，教育の質の低下が懸
念されることから，教員の採用
計画を見直し，適切な教員組織
の編制に努めること。（コミュ
ニケーション文化学部子ども学
科）

田園調布学園大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

横浜美術大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

日本映画大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

横浜創英大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

湘南医療大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（薬学部医療薬学科）

湘南鎌倉医療大学　 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学研究科看護学専攻
（Ｄ））

長岡大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/309/20160323_816277.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/75yokohama_college_of_commerce.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/74yashima_gakuen_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/176/20170322_469428.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/68yokohama_university_of_pharmacy.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/46/20180328_936032.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/79/20180328_954605.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/10kamakura_womens_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/173/20160323_587721.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/558/20220324_701562.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/196/20160323_445801.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/192/20210326_875435.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/78/20190326_601506.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/27showa_university_of_music.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/224/20190326_830631.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/256/20170322_481928.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/02shoin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/09denen_chofu_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/556/20160323_526856.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/61japan_institute_of_the_moving_image.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/76yokohama_soei_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/25shonan_university_of_medical_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/57nagaoka_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

新潟医療福祉大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

新潟青陵大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟工科大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟経営大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

新潟国際情報大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

敬和学園大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟薬科大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

新潟産業大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし

比較的高い割合で退学者等が発
生していることから，退学等の
理由を踏まえた退学者等の減少
のための効果的な取組を着実に
実行すること。（経済学部経済
経営学科（通信教育課程））

事業創造大学院大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

新潟リハビリテーション大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟食料農業大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

開志専門職大学　 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（アニメ・マンガ学部アニ
メ・マンガ学科）

長岡崇徳大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

高岡法科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

富山国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

桐朋学園大学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

金沢星稜大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

金沢工業大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

金沢医科大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

北陸大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

金沢学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

多くの専任教員が就任辞退又は
辞任しているが，原因分析や改
善策が十分ではないため，教育
研究水準の維持向上等に配慮し
た安定的な教員組織の編成のた
め，詳細な原因分析及びより効
果的な改善策について検討する
こと。（経済学部経営学科）

入学者選抜の適切な実施等を通
じ，入学定員超過の改善に努め
ること。（経済学部経営学科）

多くの専任教員が就任辞退又は
辞任しているが，原因分析や改
善策が十分ではないため，教育
研究水準の維持向上等に配慮し
た安定的な教員組織の編成のた
め，詳細な原因分析及びより効
果的な改善策について検討する
こと。（経済情報学部経済情報
学科）

金城大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

北陸学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

かなざわ食マネジメント専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（フードサービスマネジメント
学部フードサービスマネジメン
ト学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（フードサービスマネジメ
ント学部フードサービスマネジ
メント学科）

福井工業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

仁愛大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福井医療大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

山梨学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

身延山大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/30niigata_university_of_health_and_welfare.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/281/20220324_822309.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/15/20220324_949235.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%20studies.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/129/20220324_781807.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/282/20220324_509994.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/27international_university_of_japan.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/280/20210326_506479.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/07graduate_Institute_for_entrepreneurial_studies.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/283/20210326_279256.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/37takaoka_university_of_law.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/57toyama_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/50toho_gakuen_graduate_school.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/04kanazawa_seiryo_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/82/20160323_842704.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/81/20220324_589695.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/49hokuriku_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/09kanazawa_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/09kinjo_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/50hokuriku_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/34fukui_university_of_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/28jin-ai_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/80yamanashi_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/36minobusan_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

山梨英和大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

健康科学大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

松本歯科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

松本大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

清泉女学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

佐久大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（人間福祉学部人間福祉学
科）

長野保健医療大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（保健学研究科保健学専攻
（Ｍ））

松本看護大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学部看護学科）

中京学院大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岐阜協立大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

岐阜女子大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

朝日大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岐阜聖徳学園大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

東海学院大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

中部学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

岐阜医療科学大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

岐阜保健大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部理学
療法学科）

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部作業
療法学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（リハビリテーション学部
作業療法学科）

光産業創成大学院大学 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

静岡福祉大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

浜松学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

静岡英和学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

常葉大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

静岡理工科大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（理工学部土木工学科）

聖隷クリストファー大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

静岡産業大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

愛知工科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

名古屋産業大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（現代ビジネス学部経営専
門職学科）

人間環境大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

名古屋文理大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知みずほ大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/343/20160323_213364.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/22health_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/64matsumoto_dental_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/63matsumoto_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/188/20160323_320501.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/16saku_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/29nagano_university_of_health_and_medicine.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/41chukyo_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/07gifu_kyoritsu_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/11gifu_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/05asahi_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/96/20170322_372010.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/33tokai_gakuin_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/216/20180328_156604.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/06gifu_university_of_medical_science.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/daigaku/no6_1_1_gpi_d201603.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/30shizuoka_university_of_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/66hamamatsu_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/34shizuoka_eiwa_gakuin_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/259/20190326_506982.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/22shizuoka_institute_of_science_and_technology.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/194/20170322_117939.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/15shizuoka_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/02aichi_university_of_technology.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/43nagoya_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/48university_of_human_environments.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/35nagoya_bunri_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/02aichi_mizuho_college.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

愛知学院大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

愛知工業大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

金城学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

椙山女学園大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大同大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

中京大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

同朋大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
同朋大学の既設学科等（文学部
仏教学科）の入学定員超過の改
善に努めること。

名古屋学院大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋商科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名古屋女子大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（医療科学部作業療法学
科）

南山大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

日本福祉大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名城大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名古屋音楽大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

豊田工業大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名古屋外国語大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名古屋造形大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知産業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東海学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

豊橋創造大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知東邦大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

星城大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知文教大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

桜花学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし
愛知大学の既設学科等（文学部
人文社会学科）の入学定員超過
の改善に努めること。

愛知学泉大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（家政学部こどもの生活学
科）

至学館大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

中部大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

藤田医科大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

名古屋芸術大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

愛知医科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

愛知淑徳大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋経済大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

名古屋学芸大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本赤十字豊田看護大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

修文大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（医療科学部臨床検査学科）

岡崎女子大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

一宮研伸大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

名古屋柳城女子大学　 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しているため，提示された教員
の採用計画を確実に履行するよ
う努めること。（こども学部こ
ども学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（こども学部こども学科）

名古屋国際工科専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/39/20210326_210275.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/01aichi_institute_of_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/118/20220324_374544.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/181/20210326_514293.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/19daido_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/215/20220324_484668.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/33doho_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/273/20190326_965218.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/582/20210326_509302.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/82nagoya_womens_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/279/20210326_565797.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/297/20180328_104751.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/24/20160323_704796.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/58nagoya_college_of_music.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/263/20170322_956501.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/272/20170322_291851.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/60nagoya_zokei_university_of_art&design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/01aichi_sangyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/45tokaigakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/56toyohashi_sozo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/03aichi_toho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/25seijoh_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/01aichi_bunkyo_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/10ohkagakuen_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/4/20220324_704856.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/01aichi_gakusen_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/158/20220324_988162.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/580/20210326_683700.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/318/20220324_776857.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/58nagoya_university_of_the_arts.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/38/20210326_818861.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/41/20170322_217879.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/81nagoya_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/59nagoyauniversity_of_arts_and_sciences.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/294/20180328_710676.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/23shubun_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/03okazaki_womens_univercity.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

四日市大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

皇學館大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

鈴鹿医療科学大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（保健衛生学部救急救命学科）

鈴鹿大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

四日市看護医療大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

成安造形大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

聖泉大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

長浜バイオ大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

びわこ成蹊スポーツ大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

びわこ学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

びわこリハビリテーション専門職大学　 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部作業
療法学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（リハビリテーション学部
作業療法学科）

平安女学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大谷大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

京都外国語大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

京都産業大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

京都女子大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

京都薬科大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

京都光華女子大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（人間健康学群）

種智院大学 R2 不適合 日本高等教育評価機構
・安定的な財政基盤が確保され
ていない

対象外 対象外

京都橘大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

同志社大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

同志社女子大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

京都ノートルダム女子大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

花園大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

佛教大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

立命館大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

龍谷大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

京都先端科学大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（経営学研究科経営管理専攻
（Ｍ））

京都精華大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（国際文化学部グローバル
スタディーズ学科）

明治国際医療大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（保健医療学研究科保健学専攻
（Ｍ））

京都芸術大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都文教大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/77yokkaichi_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/131/20170322_230208.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/23suzuka_university_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/35suzuka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/16yokkaichi_nursing_and_medical_care_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/29seian_university_of_art_and_design.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/40seisen_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/269/20170322_633949.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/70biwako_seikei_sport_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/46biwako-gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/71heian_jogakuin_st.agnes_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/70/20160323_661412.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/21kyoto_university_of_foreign_studies.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/107/20170322_690300.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/109/20220715_253982.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/114/20160323_445685.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/106/20160323_262543.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/42shuchiin_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/111/20170322_702971.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/250/20210326_980467.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/251/20220324_585075.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/112/20160323_985058.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/33hanazono_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/18/20200326_475125.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/347/20190326_365502.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/25/20210326_212277.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/14kyoto_university_of_advanced%20science.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/110/20160323_179214.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/37meiji_university_of_integrative_medicine.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/23kyoto_university_of_art_and_design.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/113/20200326_449222.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

嵯峨美術大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都情報大学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都医療科学大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都華頂大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都美術工芸大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

京都看護大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪経済大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪工業大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

大阪歯科大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

相愛大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

桃山学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

摂南大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

桃山学院教育大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大阪医科薬科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大阪音楽大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪芸術大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪産業大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大阪樟蔭女子大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（児童教育学部児童教育学
科）

大阪商業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪体育大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪電気通信大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

大阪大谷大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

追手門学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

関西大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

関西医科大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

関西外国語大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

近畿大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

四天王寺大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学研究科看護学専攻
（Ｄ））

帝塚山学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

梅花女子大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

阪南大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪経済法科大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

大阪国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

関西福祉科学大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

太成学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

常磐会学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪観光大学 H29 不適合 日本高等教育評価機構 ・意図的な事実隠蔽 対象外 対象外

大阪人間科学大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

比較的高い割合で退学者等が発
生していることから，退学等の
理由を踏まえた退学者等の減少
のための効果的な取組を着実に
実行すること。（保健医療学部
作業療法学科）

比較的高い割合で退学者等が発
生していることから，退学等の
理由を踏まえた退学者等の減少
のための効果的な取組を着実に
実行すること。（保健医療学部
言語聴覚学科）

羽衣国際大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/15kyoto_saga_university_of_arts.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/22the_kyoto_college_of_graduate_studies_for_informatics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/08kyoto_college_of_medical_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/21kyotokacho_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/08kyoto_arts_and_crafts_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/09kyoto_college_of_nursing.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/63/20170322_211674.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/14osaka_institute_of_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/66/20220324_198207.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/27soai_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/340/20220324_190451.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/36setsunan_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/584/20220324_450122.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/61/20210326_780195.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/05osaka_college_of_music.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/62/20180328_287760.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/13osaka_university_of_arts.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/65/20190326_682950.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/02osaka_shoin_women's_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/04osaka_university_of_commerce.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/67/20160323_639178.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/05osaka_electro-communication_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/11osaka_ohtani_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/57/20180328_987164.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/86/20220715_424710.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/87/20220324_675434.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/88/20200326_186239.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/117/20220324_309544.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/16shitennoji_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/51tezukayama_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/67baika_womens_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/299/20200326_386481.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/12osaka_university_of_economics_and_law.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/10osaka_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/07kansai_university_of_welfare_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/45taiseigakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/54tokiwakai_gakuen_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/achievement/archive_year/pdf/osaka_kanko_result.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/13osaka_university_of_human_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/64hagoromo_university_of_international_studies.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

大阪成蹊大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（国際観光学部国際観光学
科）

関西医療大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

千里金蘭大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東大阪大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪女学院大学 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

藍野大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

大阪青山大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（子ども教育学部子ども教
育学科）

四條畷学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪河﨑リハビリテーション大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

大阪総合保育大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

森ノ宮医療大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

大阪保健医療大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪物療大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

滋慶医療科学大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 －

平均入学定員超過率が0.22倍と
著しく低い。教育内容の更なる
充実を図りつつ，提示された学
生確保に向けた取組等を確実に
実施するとともに，長期的な学
生確保の見通しを客観的根拠に
基づき分析した上で，より効果
的な改善策を新たに講じる等，
入学定員の更なる充足に努める
こと。また，当該分析を踏ま
え，入学定員の見直しも検討す
ること。（医療科学部臨床工学
科）

該当なし

大阪行岡医療大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大和大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

宝塚大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪国際工科専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

大阪信愛学院大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（教育学部教育学科）

甲南大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

甲南女子大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

神戸海星女子学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（文学部国際教養学科）

神戸薬科大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸松蔭女子学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（教育学部教育学科）

神戸親和女子大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

神戸国際大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

兵庫大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学研究科看護学専攻
（Ｄ））

神戸常盤大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

宝塚医療大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

芦屋大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大手前大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

関西学院大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/11osaka_seikei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/16kansai_university_of_health_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/43senri_kinran_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/68higashiosaka_college.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/daigaku/hyouka/h_29/no6_1_1_wilmina_d201803.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/42/20170322_256889.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/07osaka_aoyama_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/33shijonawate_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/08osaka_kawasaki_rehabilitation_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/12osaka_university_of_comprehensive_children_education.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/38morinomiya_university_of_medical_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/03osaka_health_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/14butsuryo_college_of_osaka.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/29graduate_school_of_health_care_sciences_jikei_institute.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/44osaka_yukioka_college_of_health_science.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/39yamato_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/31takarazuka_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/132/20210326_385866.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/11konan_women's_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/134/20220324_448899.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/135/20180328_701725.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/140/20170322_776595.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/142/20160323_636456.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/138/20160323_908247.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/141/20220324_454902.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/17kobe_international_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/69hyogo_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/18kobetokiwa_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/48takarazuka_university_of_medical_and_health_care.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/07ashiya_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/04otemae_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/90/20210326_990522.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善
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学校名

直近の認証評価結果

甲子園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

神戸女学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

園田学園女子大学 R3 適合 大学基準協会 －

平均入学定員超過率が0.15倍と
著しく低い。教育内容の更なる
充実を図りつつ，提示された学
生確保に向けた取組等を確実に
実施するとともに，長期的な学
生確保の見通しを客観的根拠に
基づき分析した上で，より効果
的な改善策を新たに講じる等，
入学定員の更なる充足に努める
こと。また，当該分析を踏ま
え，入学定員の見直しも検討す
ること。（経営学部ビジネス学
科）

専任教員数が設置計画から減少
しており，教育の質の低下が危
惧されるため，設置計画に示さ
れている専任教員数を確実に確
保するための採用計画を立案
し，確実に履行するよう努める
こと。（経営学部ビジネス学
科）

武庫川女子大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

兵庫医科大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

姫路獨協大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

流通科学大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸芸術工科大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

関西福祉大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

関西国際大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（社会学部社会学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（国際コミュニケーション
学部観光学科）

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（看護学研究科看護学専攻
（Ｄ））

神戸医療未来大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

神戸情報大学院大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

関西看護医療大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

姫路大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

帝塚山大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

天理大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

奈良大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

奈良学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

畿央大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

天理医療大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

高野山大学 H30 適合 大学基準協会 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（文学部教育学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（文学部教育学科）

和歌山信愛大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（教育学部子ども教育学科）

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/23koshien_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/139/20160323_337159.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/200/20220324_104578.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/332/20160323_970488.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/302/20180328_441669.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/51himeji_dokkyo_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/349/20220324_686567.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/16kobe_design_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/17kansai_university_of_social_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/06kansai_university_of_international_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/26kobe_university_of_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/10kobe_institute_of_computing_graduate_school_of_information_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/89/20200326_892157.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/119/20210326_837647.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/222/20220324_563217.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/12/20160323_723098.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/36nara_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/59naragakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/18kio_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/572/20220324_253909.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/143/20190326_455941.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善
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学校名
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和歌山リハビリテーション専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

教育課程連携協議会は，産業界
及び地域社会との連携により，
教育課程を編成し，円滑かつ効
果的に実施するために設置され
るものであることを認識すると
ともに，定期的な開催はもとよ
り，教育課程の不断の見直しに
資するよう適切に運用するこ
と。（健康科学部リハビリテー
ション学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（健康科学部リハビリテー
ション学科）

鳥取看護大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

吉備国際大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岡山商科大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岡山理科大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

くらしき作陽大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

ノートルダム清心女子大学 H28 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

川崎医科大学 H27 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

就実大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

川崎医療福祉大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

山陽学園大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

倉敷芸術科学大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

岡山学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

中国学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

環太平洋大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

岡山医療専門職大学　 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（健康科学部理学療法学
科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（健康科学部作業療法学
科）

美作大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

エリザベト音楽大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

広島経済大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

広島工業大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

広島修道大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

広島女学院大学 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

広島国際学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

広島文教大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
広島文教大学の既設学科等（人
間科学部心理学科）の入学定員
超過の改善に努めること。

安田女子大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（現代ビジネス学部公共経営学
科）

福山大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

比治山大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福山平成大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

広島文化学園大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

広島国際大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（健康科学部医療福祉学
科）

日本赤十字広島看護大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

広島都市学園大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

梅光学院大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

東亜大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/581/20210907_608806.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/08kibi_international_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/07okayama_shoka_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/535/20210326_737717.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/11kurashiki_sakuyo_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/298/20170322_621568.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/84/20160323_754836.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/166/20160323_754331.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/85/20220324_281903.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/32sanyo_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/24kurashiki_university_of_science_and_the_arts.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/15okayama_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/42chugokugakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/06international_pacific_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/65mimasaka_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/06elisabeth_university_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/53hiroshima_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/54hiroshima_institute_of_technology.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
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/83hiroshima_kokusai_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/13hiroshima_bunkyo_univercity.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/78yasuda_womens_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/69fukuyama_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/44hijiyama_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/47fukuyama_heisei_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/45hiroshima_bunka_gakuen_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/55hiroshima_international_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/295/20160323_345146.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/57hiroshima_cosmopolitan_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/41baiko_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/44university_of_east_asia.pdf
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至誠館大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

宇部フロンティア大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（心理学部心理学科）

山口学芸大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

四国大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

徳島文理大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

四国学院大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

高松大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

松山大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

聖カタリナ大学 R3 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

松山東雲女子大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

高知リハビリテーション専門職大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし 該当なし

高知学園大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（健康科学部管理栄養学科）

九州共立大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

九州女子大学 H26 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

九州国際大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福岡歯科大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

九州産業大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

久留米大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

西南学院大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

第一薬科大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（薬学部薬科学科）

中村学園大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

西日本工業大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福岡大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

福岡工業大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

日本経済大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（経営学部グローバルビジ
ネス学科）

久留米工業大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

入学者選抜の適切な実施等を通
じ，入学定員超過の改善に努め
ること。（工学部建築・設備工
学科）

入学者選抜の適切な実施等を通
じ，入学定員超過の改善に努め
ること。（工学部情報ネット
ワーク工学科）

産業医科大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

筑紫女学園大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福岡女学院大学 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

西南女学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

九州情報大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

九州栄養福祉大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

日本赤十字九州国際看護大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

聖マリア学院大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

サイバー大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

福岡女学院看護大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

保健医療経営大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

純真学園大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/31shiseikan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/08ube_frontier_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/15yamaguchi_gakugei_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/159/20210326_121541.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/55tokushima_bunri_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/14shikoku_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/30takamatsu_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/21/20210326_609735.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/184/20220324_290393.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/73matsuyama_shinonome_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/20kyushu_kyoritsu_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/100/20150327_474483.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/13kyushu_international_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/313/20210326_795884.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/99/20200326_651085.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/8/20210326_107109.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/191/20180328_193131.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/44daiichi_university_of_pharmacy.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/270/20220324_932671.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/39nishinippon_institute_of_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/311/20210326_279149.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/312/20200326_837916.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/62japan_university_of_economics.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/12kurume_institute_of_technology.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/157/20210326_544033.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/03chikushi_jogakuen_unibarsity.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/314/20220324_977831.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/41seinan_jo_gakuin_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/19kyushu_institute_of_information_sciences.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/19kyushu_nutrition_welfare_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/293/20160323_708210.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/12st_marys_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/06cyber_university.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/315/20210326_505294.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/73college_of_healthcare_management.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/32junshin_gakuen_university.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

福岡看護大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

専任教員数が設置計画から減少
しているため，提示された教員
の採用計画を確実に履行するよ
う努めるとともに，今後，新た
に教員の採用及び昇格の選考を
行う際には設置計画履行状況等
調査における教員審査を受審す
ること。（看護学研究科看護学
専攻（Ｍ））

福岡国際医療福祉大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（医療学部視能訓練学科）

令和健康科学大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（リハビリテーション学部作業
療法学科）

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（リハビリテーション学部
作業療法学科）

西九州大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

長崎総合科学大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

活水女子大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

長崎純心大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

長崎国際大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

長崎外国語大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

鎮西学院大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

崇城大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
崇城大学の既設学科等（工学部
建築学科）の入学定員超過の改
善に努めること。

熊本学園大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

尚絅大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（現代文化学部文化コミュ
ニケーション学科）

九州ルーテル学院大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

九州看護福祉大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

平成音楽大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

熊本保健科学大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

日本文理大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

別府大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

立命館アジア太平洋大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

南九州大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

宮崎産業経営大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

宮崎国際大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

九州保健福祉大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

鹿児島国際大学 R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

第一工科大学 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（航空工学部航空工学科）

志學館大学 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし 該当なし

鹿児島純心女子大学 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（人間教育学部教育・心理
学科）

沖縄科学技術大学院大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

沖縄国際大学 H30 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/60nishikyushu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/28nagasaki_institute_of_applied_science.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/76/20160323_283033.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/267/20180328_925042.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/10nagasaki_international_university.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/34nagasaki_university_of_foreign_studies.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/40nagasaki_wesleyan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/28sojo_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/122/20160323_505743.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/35shokei_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/102/20160323_957100.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/12kyushu_university_of_nursing_and_social_welfare.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/84heisei_college_of_music.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/10kumamoto_health_science_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/31nippon_bunri_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/14beppu_university.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/348/20160323_453843.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/53minami_kyushu_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/74miyazaki_sangyo-keiei_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/66miyazaki_international_college.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2018/07kyushu_university_of_health_and_welfare.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/75/20200326_396825.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/29daiichi_institute_of_technology.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/21shigakukan_university.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/15kagoshima_immaculate_heart_university.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


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

沖縄大学 R2 適合 大学基準協会 － 該当なし

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（健康栄養学部管理栄養学科）

沖縄キリスト教学院大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/551/20210326_788779.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/16okinawa_christian_university.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

公立短期大学

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

岩手県立大学盛岡短期大学部 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

岩手県立大学宮古短期大学部 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

山形県立米沢女子短期大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

会津大学短期大学部 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

川崎市立看護短期大学 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大月短期大学 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

岐阜市立女子短期大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

静岡県立農林環境専門職大学短期大学部 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

静岡県立大学短期大学部 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

三重短期大学 H29 適合 大学基準協会 － 該当なし 該当なし

島根県立大学短期大学部 H30 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

倉敷市立短期大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

大分県立芸術文化短期大学 H28 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

鹿児島県立短期大学 H29 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果



機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

私立短期大学

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

旭川大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

帯広大谷短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

釧路短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

光塩学園女子短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

札幌大谷大学短期大学部 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

函館大谷短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

函館短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

北星学園大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

北翔大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

拓殖大学北海道短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

北海道武蔵女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

札幌大学女子短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

札幌国際大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

國學院大學北海道短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

青森明の星短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

柴田学園大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

青森中央短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

八戸学院大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

弘前医療福祉大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（口腔衛生学科）

修紅短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

盛岡大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

宮城誠真短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖和学園短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東北生活文化大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

仙台青葉学院短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし 該当なし

仙台赤門短期大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

秋田栄養短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖園学園短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖霊女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

日本赤十字秋田短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

羽陽学園短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東北文教大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

郡山女子大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

桜の聖母短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

いわき短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

福島学院大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

茨城女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

つくば国際短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

常磐短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

佐野日本大学短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

宇都宮短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

國學院大學栃木短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

作新学院大学女子短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

足利短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

宇都宮文星短期大学 H30 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京福祉大学短期大学部 R1(H31) 不適合 大学・短期大学基準協会
・学校法人における適切でない
管理運営体制

対象外 対象外

群馬医療福祉大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

高崎商科大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

新島学園短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/1_h27_kushiro.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/2_h27_koengakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/02junior_college_of_sapporo_otani_university.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/1_h28_hakodateotani.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/h27/5_h27_hokuseigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/2_h28_hokusho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/4_h27_takushoku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/4_R3hyokakekka_hokkaidomusasijyosi_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/3_h27_sapporojoshi.pdf
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/2022/03/3_R3hyokakekka_kokugakuindaigaku_hokkaido_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/3_h28_aomoriakenohoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/4_h28_tohokujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/6_h27_aomorichuo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/5_h28_hachinohegakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/7_h27_hirosakiiryofukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/2_h29_shuko.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/6_h28_moriokadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/7_h28_miyagiseishin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/2_R2hyoka_seiwagakuen_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/9_h27_tohokuseikatsubunka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/8_h27_sendaiseiyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/3_h29_akitaeiyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/8_h28_misonogakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/4_h29_seireijoshi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/5_R3hyokakekka_nihonsekijujiakita_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/5_h29_uyo.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/6_R3hyokakekka_touhokubunkyodaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/9_h28_koriyamajoshidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/3_R2hyoka_sakuranoseibo_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/10_h27_iwaki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/10_h28_fukushimagakuindaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/11_h28_ibarakijoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/6_h29_tsukubakokusai.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/4_R2hyoka_tokiwa_tankidaigaku.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/h28/12_h28_utsunomiya.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/13_h28_kokugakuintochigi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/28_R1_sakushingakuinjoshi_k.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/7_R3hyokakekka_asikaga_tankidaigaku.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/r1/R1_tokyofukushi_kekka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/9_h29_gunmairyofukushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/15_h28_takasakishokadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/10_h29_niijimagakuen.pdf
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学校名

直近の認証評価結果

桐生大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

共愛学園前橋国際大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

育英短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

武蔵野短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

埼玉純真短期大学 H30 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

城西短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

国際学院埼玉短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

浦和大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

秋草学園短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

川口短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

埼玉医科大学短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

埼玉女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山村学園短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

武蔵丘短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

埼玉東萌短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

千葉明徳短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

昭和学院短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖徳大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

清和大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

千葉敬愛短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

千葉経済大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京経営短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし 該当なし

植草学園短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛国学園短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

上野学園大学短期大学部 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大妻女子大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

共立女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

国際短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

駒沢女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

自由が丘産能短期大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

実践女子大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

淑徳大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

女子栄養大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

女子美術大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

杉野服飾大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

星美学園短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

帝京大学短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

帝京短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

戸板女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京家政大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京交通短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京成徳短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

新渡戸文化短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京立正短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東邦音楽短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

日本大学短期大学部 R3 不適合 大学基準協会

・適切なガバナンス体制が構築
されていない
・入学・収容定員未充足

対象外 対象外

文化学園大学短期大学部 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

目白大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

創価女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

白梅学園短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京女子体育短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/8_h29_kiryudaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/16_h28_meiwagakuen.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/8_R3hyokakekka_ikuei_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/14_h27_musashino.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/h28/18_h28_josai.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/h28/17_h28_urawadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/12_h27_akikusagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/11_h29_kawaguchi.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/h29/12_h29_saitamajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/19_h28_yamamuragakuen.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/9_R3hyokakekka_musasigaoka_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/13_h27_saitamatoho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/20_h28_chibameitoku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/5_R2hyoka_showagakuin_tankidaigaku.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/h29/14_h29_seiwadaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/6_R2hyoka_chibakeiai_tankidaigaku.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/h27/15_h27_tokyokeiei.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/13_h29_uekusa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/15_h29_aikokugakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/21ueno_gakuen_university_junior_college.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/02otsuma_womens_university_junior_college_division.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/21_h28_kyoritsujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/22_h28_kokusai.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/10_R3hyokakekka_komazawajyosi_tankidaigaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/46jiyugaoka_sanno_college.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/2022/03/11_R3hyokakekka_jyosieiyoudaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/23_h28_joshibijutsudaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/24_h28_suginofukushoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/25_h28_seibigakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/17_h27_teikyo.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/9_R2hyoka_teikyo_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/17_h29_toitajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/27_h28_tokyokaseidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/28_h28_tokyokotsu.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/2021/03/13_R2hyoka_nitobebunka_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/18_h29_tokyorissho01.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/29_h28_tohoongaku.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/509/20220603_609187.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/07bunka_gakuen_university_junior_college.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/2022/03/13_R3hyokakekka_soukajyosi_tankidaigaku.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/2021/03/11_R2hyoka_tokyojoshitaiiku_tankidaigaku.pdf
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学校名

直近の認証評価結果

フェリシアこども短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

桐朋学園芸術短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山野美容芸術短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

日本歯科大学東京短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東京歯科大学短期大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

ヤマザキ動物看護専門職短期大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

有明教育芸術短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

貞静学園短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

和泉短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鶴見大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

横浜女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

昭和音楽大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

上智大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

小田原短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鎌倉女子大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

相模女子大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

洗足こども短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

神奈川歯科大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

湘北短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟青陵大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟工業短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

新潟中央短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

日本歯科大学新潟短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

明倫短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

富山短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

富山福祉短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

金沢学院短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

北陸学院大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

金城大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

金沢星稜大学女子短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

仁愛女子短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山梨学院短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

帝京学園短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

飯田女子短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

長野女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

上田女子短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

松本大学松商短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

松本短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

清泉女学院短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

信州豊南短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

佐久大学信州短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

中部学院大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

岐阜聖徳学園大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

正眼短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

中京学院大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東海学院大学短期大学部 H27 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

中日本自動車短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大垣女子短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

高山自動車短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

岐阜保健大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

平成医療短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

静岡英和学院大学短期大学部 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

常葉大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/26_h28_tsurukawajoshi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/12_R2hyoka_tohogakuen_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/31_h28_yamanobiyogeijutsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/30_h28_nihonshikatokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/16_h27_ariakekyoikugeijutsu.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/2022/03/16_R3hyokakekka_izumi_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/34_h28_tsurumidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/35_h28_yokohamajoshi.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/04showa_college_of_music.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/2022/03/17_R3hyokakekka_odawara_tankidaigaku.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/03kamakura_womens_university_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/19_h29_sagamijoshi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/19_R3hyokakekka_senzokukodomo_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/32_h28_kanagawashika.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/7_R1_shohoku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/14_R2hyoka_niigataseiryodaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/36_h28_niigatakogyo.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/15_R2hyoka_niigatachuou_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/18_h27_nihonshikaniigata.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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/37_h28_kanazawagakuin.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/07hokuriku_gakuin_junior_college.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/2022/03/23_R3hyokakekka_kanazawaseiryodaigakujyosi_tankidaigakubu.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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/19_h27_teikyogakuen.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/19_R2hyoka_iidajoshi_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/21_h29_naganojoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/20_h27_uedajoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/22_h27_matsumotodaigakumatsusho.pdf
https://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/22_h29_matsumoto.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/24_R3hyokakekka_seisenjyogakuin_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/20_h29_shinshuhonan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/21_h27_sakudaigakushinshu.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/h28/39_h28_gifushotokugakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/23_h27_shogen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/40_h28_chukyogakuindaigaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2015/01tokai_gakuin_college.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/r1/8_R1_ogakijoshi.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/2021/03/20_R2hyoka_gifuhoken_tankidaigakubu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/25_R3hyokakekka_heiseiiryo_tankidaigaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/04shizuoka_eiwa_gakuin_university_junior_college.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/26_R3hyokakekka_tokohadaigaku_tankidaigakubu.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

浜松学院大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

豊橋創造大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知学院大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋文理大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋女子大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知みずほ短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋柳城短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋文化短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知産業大学短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知工科大学自動車短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知学泉短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

修文大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知文教女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

岡崎女子短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

至学館大学短期大学部 H27 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

名古屋経営短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

愛知医療学院短期大学 H30 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鈴鹿大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

高田短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

ユマニテク短期大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審 対象外 対象外

滋賀文教短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

滋賀短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし

教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（デジタルライフビジネス
学科）

びわこ学院大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

京都経済短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

池坊短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

華頂短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

京都外国語短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

京都光華女子大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

龍谷大学短期大学部 R2 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

京都文教短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

京都西山短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

嵯峨美術短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪キリスト教短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪城南女子短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪夕陽丘学園短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪信愛学院短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪成蹊短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪女学院短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

R1(H31) 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

常磐会短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪芸術大学短期大学部 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

堺女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪音楽大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

大阪学院大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪千代田短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

関西女子短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

近畿大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

四條畷学園短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

関西外国語大学短期大学部

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/23_h29_hamamatsugakuin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/27_R3hyokakekka_toyohashisozodaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/24_h29_aichigakuin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/25_R2hyoka_nagoyabunridaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/42_h28_nagoyajoshidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/25_h27_nagoya.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/41_h28_aichimizuhodaigaku.pdf
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/2022/03/28_R3hyokakekka_nagotabunka_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/25_h29_aichisangyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/24_h27_aichikoka.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/26_h29_aichidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/22_R2hyoka_aitigakusen_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/28_h29_shubundaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/27_h29_aichibunkyojoshi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/23_R2hyoka_okazakijoshi_tankidaigaku.pdf
http://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/505/20160323_328324.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/24_R2hyoka_nagoyakeiei_tankidaigaku.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/h28/43_h28_suzukadaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/30_R3hyokakekka_takada_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/44_h28_shigabunkyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/26_h27_shiga.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/06biwako-gakuin_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/45_h28_kyotokeizai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/29_h29_ikenobo.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/26_R2hyoka_katyo_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/30_h29_kyotogaikokugo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/27_h27_kyotokokajoshi.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/35/20210326_839942.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/27_R2hyoka_kyotobunkyo_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/31_h29_kyotoseizan.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/28_R2hyoka_sogabijutu_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/47_h28_osakakirisutokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/30_h27_osakajonan.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/31_h27_osakayuhigaoka.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/31_R3hyokakekka_oosakasinaigakuin_tankidaigaku.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/r1/11_R1_osakajogakuin.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/578/20200326_324583.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/h27/33_h27_tokiwakai.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/01osaka_university_of_arts_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/34_h29_sakaijoshi.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/01osaka_junior_college_of_music.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/33_h29_osakagakuin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/32_R3hyokakekka_oosakachiyoda_tankidaigaku.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
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/33_R3hyokakekka_shijonawategakuen_tankidaigaku.pdf


年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善
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学校名

直近の認証評価結果

四天王寺大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪国際大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし 該当なし

東大阪大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

藍野大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大阪健康福祉短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし
教育内容の充実等を通じ，入学
定員未充足の改善に努めるこ
と。（地域総合介護福祉学科）

大手前短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 該当なし 該当なし

神戸女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸常盤大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

頌栄短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

豊岡短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

甲子園短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

神戸教育短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖和短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

園田学園女子大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

産業技術短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東洋食品工業短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

兵庫大学短期大学部 H28 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

湊川短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

武庫川女子大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

姫路日ノ本短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

奈良芸術短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

奈良佐保短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

白鳳短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

和歌山信愛女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鳥取短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

就実短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

岡山短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

作陽短期大学 R2 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

中国短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

美作大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山陽学園短期大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

川崎医療短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山陽女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

比治山大学短期大学部 R3 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

広島文化学園短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

安田女子短期大学 R1(H31) 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

宇部フロンティア大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

下関短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山口短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

山口芸術短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

岩国短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

四国大学短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

徳島文理大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

徳島工業短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

香川短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

高松短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/32_h27_shitennoji.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/29_h27_osakakokusai.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/35_h29_higashiosakadaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/32_h29_ainodaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/48_h28_osakakenkofukushi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/29_R2hyoka_otemae_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/50_h28_kobejoshi.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/30_R2hyoka_kobetokiwadaigaku_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/35_h27_shoei.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/36_R3hyokakekka_toyooka_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/49_h28_koshien.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/38_h29_shukugawagakuin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/34_R3hyokakekka_seiwa_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/36_h27_sonodagakuen.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/52_h28_sangyogijutsu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/35_R3hyokakekka_touyousyokuhinkogyo_tankidaigaku.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2016/03hyogo_college.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/31_R2hyoka_minatogawa_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/37_h27_mukogawa.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/39_h29_himejihinomoto.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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/54_h28_hakuho.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/55_h28_wakayamashinaijoshi.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/h27/38_h27_shujitsu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/17_R1_okayama.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2020/45sakuyo_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/39_h27_chugoku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/39_R3hyokakekka_mimasakadaigaku_tankidaigakubu.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/03sanyo_gakuen_college.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/2022/03/40_R3hyokakekka_sanyoujyosi_tankidaigaku.pdf
https://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2021/05hijiyama_junior_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/18_R1_hiroshimabunkagakuen.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2019/20yasuda_women's_college.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/40_h29_ubefrontier.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/41_h27_shimonoseki.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/41_h29_yamaguchi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/19_R1_yamaguchigeijutsu.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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/42_h29_tokushimabunri.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/56_h28_tokushimakogyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/20_R1_kagawa.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/41_R3hyokakekka_takamastu_tankidaigaku.pdf
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学校名

直近の認証評価結果

せとうち観光専門職短期大学 － 未受審 － 設置後7年以内の為未受審

平均入学定員超過率が0.17倍と
著しく低い。教育内容の更なる
充実を図りつつ，提示された学
生確保に向けた取組等を確実に
実施するとともに，速やかに長
期的な学生確保の見通しを客観
的根拠に基づき分析した上で，
より効果的な改善策を新たに講
じる等，入学定員の更なる充足
に努めること。また，当該分析
を踏まえ，入学定員の見直しも
検討すること。（観光振興学
科）

定年規程に定める退職年齢を超
える専任教員数の割合が高いこ
とから，定年規程の趣旨を踏ま
えた適切な運用に努めるととも
に，教員組織編制の将来構想を
策定し，着実に実行すること。
（観光振興学科）

今治明徳短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

聖カタリナ大学短期大学部 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

松山東雲短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

松山短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

高知学園短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

折尾愛真短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

九州女子短期大学 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

西南女学院大学短期大学部 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東筑紫短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

福岡女子短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

近畿大学九州短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

久留米信愛短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

香蘭女子短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

純真短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

精華女子短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

中村学園大学短期大学部 R3 適合 大学基準協会 － 対象外 対象外

西日本短期大学 H30 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

福岡工業大学短期大学部 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

福岡女学院大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

九州産業大学造形短期大学部 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

九州大谷短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

福岡こども短期大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

福岡医療短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

佐賀女子短期大学 R2 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

西九州大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

九州龍谷短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

長崎女子短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

長崎短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

尚絅大学短期大学部 H29 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

中九州短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

大分短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

東九州短期大学 H27 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

別府溝部学園短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

別府大学短期大学部 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

南九州短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

宮崎学園短期大学 R1(H31) 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鹿児島純心女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

鹿児島女子短期大学 R3 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

第一幼児教育短期大学 H29 適合 日本高等教育評価機構 － 対象外 対象外

沖縄キリスト教短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

沖縄女子短期大学 H28 適合 大学・短期大学基準協会 － 対象外 対象外

http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/57_h28_imabarimeitoku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/42_h27_seikatarina.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/58_h28_matsuyamashinonome.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/44_matsuyama.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/21_R1_kochigakuen.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/35_R2hyoka_orioaishin_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/46_kyushujoshi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/59_h28_seinanjogakuin.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/45_h27_higashichikushi.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/46_h27_fukuokajoshi.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
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/22_R1_koranjoshi.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/2021/03/39_R2hyoka_seikajoshi_tankidaigaku.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/585/20220325_664405.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h30/5_h30_nishinihon.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/44_R3hyokakekka_fukuokakogyodaigaku_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h29/47_fukuokajogakuin.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2021/03/36_R2hyoka_kyusyusangyodaigakuzoukei_tankidaigakubu.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/43_h27_kyushuotani.pdf
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/06fukuoka_kodomo_junior_college.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/2021/03/40_R2hyoka_sagajoshi_tankidaigaku.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/h28/61_h28_kyushuryukoku.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/h29/48_shokeidaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/45_R3hyokakekka_nakakyusyu_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/62_h28_oita.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h27/47_h27_higashikyushu.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/46_R3hyokakekka_beppumizobegakuen_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/26_R1_beppudaigaku.pdf
https://www.jaca.or.jp/jaca_cms/wp-content/uploads/2022/03/47_R3hyokakekka_minamikyusyu_tankidaigaku.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/r1/27_R1_miyazakigakuen.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
http://www.jihee.or.jp/kikanbetsu/2017/05daiichi_junior_college_for_infant_education.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/63_h28_okinawakirisutokyo.pdf
http://www.jaca.or.jp/assets/files/2-1_jigyo/6_kekka/h28/64_h28_okinawajoshi.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

国立高等専門学校

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

函館工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

苫小牧工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

釧路工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

旭川工業高等専門学校 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

八戸工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

一関工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

仙台高等専門学校 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

秋田工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

鶴岡工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

福島工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

茨城工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

小山工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

群馬工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

木更津工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

東京工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

長岡工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

富山高等専門学校 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

石川工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

福井工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

長野工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

岐阜工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

沼津工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

豊田工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

鈴鹿工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

鳥羽商船高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

舞鶴工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

明石工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

奈良工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

和歌山工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

米子工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

松江工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

津山工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

呉工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

広島商船高等専門学校 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

徳山工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

宇部工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

大島商船高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

阿南工業高等専門学校 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

香川高等専門学校 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

新居浜工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

弓削商船高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

高知工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

久留米工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

有明工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

北九州工業高等専門学校 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

佐世保工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

熊本高等専門学校 H28 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

大分工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

都城工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

鹿児島工業高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

沖縄工業高等専門学校 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

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/006/202103/no6_1_3_kushiro_k202103.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_asahikawa_k201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201904/no6_1_3_hachinohe_k201903_.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ichinoseki_k202003.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_sendai_k201703.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_akita_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_tsuruoka_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_fukushima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ibaraki_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_3_gunma_k202203.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/storage/006/202303/no6_1_3_nagaoka_k202203.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_toyama_k201703.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_3_ishikawa_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_fukui_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201904/no6_1_3_nagano_k201903_.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_gifu_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_numazu_k201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_toyota_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_suzuka_k201903.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/006/201903/no6_1_3_akashi_k201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_nara_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_wakayama_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_yonago_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_matsue_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_tsuyama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kure_k202103.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_hiroshima_k201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_tokuyama_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_ube_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oshima_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_1_3_anan_k201903.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_kagawa_k201703.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_niihama_k202203.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_3_yuge_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_kochi_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/storage/006/202303/no6_1_3_kurume_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ariake_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_1_3_kitakyushu_k202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_sasebo_k202003.pdf
http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201703/kousen/no6_1_3_kumamoto_k201703.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_oita_k202203.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
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_okinawa_k201803.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

公立高等専門学校

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

東京都立産業技術高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

大阪公立大学工業高等専門学校 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

神戸市立工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 該当なし 該当なし

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_metrocit_k202003.pdf
http://www.niad.ac.jp/n_hyouka/kousen/hyouka/h_29/no6_1_3_oosaka_k201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kobe_k202203.pdf


機関別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

私立高等専門学校

年度 結果 評価機関/報告書 備考・指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

サレジオ工業高等専門学校 H27 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

国際高等専門学校 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 －

入学定員超過率が令和４年度は
0.37倍と昨年度の0.20倍から改
善されたものの，平均入学定員
超過率は0.23倍と依然として著
しく低い。教育内容の更なる充
実を図りつつ，教育環境や教育
内容の特色について，多様なメ
ディアによる情報発信を通じて
広く周知に努めるとともに，学
生確保に向けて，客観的根拠と
なるデータ等の分析を踏まえた
上で，より効果的な学生募集の
ための施策を講じる等，令和５
年度から変更する入学定員の充
足に努めること。（国際理工学
科）

該当なし

近畿大学工業高等専門学校 R3 適合 大学改革支援・学位授与機構 － 対象外 対象外

　　　設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

学校名

直近の認証評価結果

http://www.niad.ac.jp/sub_hyouka/ninsyou/hyoukahou201603/kousen/no6_1_3_salesio_k201603.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_1_3_ictkanazawa_k202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202203/no6_1_3_kindai_k202203.pdf
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