
分野別認証評価及び設置計画履行状況等調査結果　一覧

専門職大学院

年度 結果 評価機関/報告書 指摘事項(不適合の場合) 是正 改善

ビジネス 公立 長野県立大学大学院 ソーシャル・イノベーション研究科 ソーシャル・イノベーション専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審 該当なし 該当なし

ビジネス 公立 兵庫県立大学大学院 社会科学研究科 経営専門職専攻 H30 適合  大学基準協会 ― 該当なし 該当なし

会計 公立 兵庫県立大学大学院 社会科学研究科 会計専門職専攻 R2 適合 大学基準協会 ― 該当なし 該当なし

法科 国立 筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 法曹専攻 R1(H31) 適合 大学改革支援・学位授与機構 ― 該当なし 該当なし

法科 国立 広島大学大学院 人間社会科学研究科 実務法学専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 宮城教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 茨城大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 H30 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 R2 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 三重大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 滋賀大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R2 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 R2 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 奈良教育大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 R3 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 教職実践高度化専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審 該当なし 該当なし

教職 国立 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 H29 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

教職 国立 鹿児島大学大学院 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 R2 適合 教員養成評価機構 ― 該当なし 該当なし

その他 私立 社会構想大学院大学 実務教育研究科 実務教育専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審 該当なし 該当なし

※設置計画履行状況等調査は、原則として研究科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研究科等が調査対象ではありません。

※認証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、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院について、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。

※設置計画履行状況等調査結果の指摘事項の区分
　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
　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

設置計画履行状況等調査結果（令和４年度）

分野 大学院名
直近の認証評価結果

専攻名
設置
区分

研究科名

https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/472/20200326_420137.pdf
https://www.u-hyogo.ac.jp/acs/pdf/2021ninshouhyouka_kekka.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202003/no6_2_tsukuba_h202003.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_hiroshima_h201903.pdf
https://www.hokkyodai.ac.jp/files/00000500/00000547/R3_kyoshiku_kekka.pdf
http://www.miyakyo-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/03/hyoukakekka_R3kyousyokudaigakuin.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/ibaraki.pdf
https://www.saitama-u.ac.jp/guide/information/info/kyoshokuhyoukakekka30.pdf
https://www.ynu.ac.jp/about/project/report/pdf/pste_R3kekka.pdf
https://www.juen.ac.jp/070koukai/080assessment/nisyo_kyousyoku/files/03_R2_hyoukakekka.pdf
https://www.gifu-u.ac.jp/about/objectives/R3kyosyoku_kekka.pdf
https://www.mie-u.ac.jp/profile/check/item/R3kyoshokuhyoka-result.pdf
https://www.shiga-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/R2kyosyokuninsyohyokakekka.pdf
https://www.kyokyo-u.ac.jp/outline/2020ninsho_kekka.pdf
https://www.nara-edu.ac.jp/assets/%25E5%25A5%2588%25E8%2589%25AF%25E6%2595%2599%25E8%2582%25B2%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25A6%25E6%2595%2599%25E8%2581%25B7%25E5%25A4%25A7%25E5%25AD%25A6%25E9%2599%25A2%25E8%25AA%258D%25E8%25A8%25BC%25E8%25A9%2595%25E4%25BE%25A1%25E7%25B5%2590%25E6%259E%259C.pdf
https://www.fukuoka-edu.ac.jp/about/plan/glb0i00000000wmj-att/glb0i000000036bb.pdf
https://www.kagoshima-u.ac.jp/about/R2kyouikugaku-kekka.pdf


分野別認証評価結果　一覧

専門職大学院（設置計画履行状況等調査は対象外）

年度 結果 評価機関/報告書 指摘事項(不適合の場合)

ビジネス 国立 小樽商科大学大学院 商学研究科 アントレプレナーシップ専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 筑波大学大学院 人文社会ビジネス科学学術院 国際経営プロフェッショナル専攻 H30 適合 ABEST21 International

ビジネス 国立 一橋大学大学院 経営管理研究科 国際企業戦略専攻 H30 適合 ABEST21 International

ビジネス 国立 東京農工大学大学院 工学府 産業技術専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 東京工業大学大学院 環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程 R1(H31) 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 福井大学大学院 国際地域マネジメント研究科 国際地域マネジメント専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審

ビジネス 国立 京都大学大学院 経営管理教育部 経営管理専攻 R2 適合 ABEST21 International

ビジネス 国立 神戸大学大学院 経営学研究科 現代経営学専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 山口大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 香川大学大学院 地域マネジメント研究科 地域マネジメント専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 国立 九州大学大学院 経済学府 産業マネジメント専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 公立 県立広島大学大学院 経営管理研究科 ビジネス・リーダーシップ専攻 R2 適合 大学基準協会

ビジネス 公立 北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 マネジメント専攻 R2 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 青山学院大学大学院 国際マネジメント研究科 国際マネジメント専攻 H30 適合 ABEST21 International

ビジネス 私立 グロービス経営大学院大学 経営研究科 経営専攻 R2 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 事業構想大学院大学 事業構想研究科 事業構想専攻 R3 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 大学院大学至善館 イノベーション経営学術院 イノベーション経営専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審

ビジネス 私立 中央大学大学院 戦略経営研究科 戦略経営専攻 H29 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 東京理科大学大学院 経営学研究科 技術経営専攻 R3 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 日本工業大学大学院 技術経営研究科 技術経営専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 法政大学大学院 イノベーション・マネジメント研究科 イノベーション・マネジメント専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 明治大学大学院 グローバル・ビジネス研究科 グローバル・ビジネス専攻 H30 適合 大学基準協会
経営管理専攻（経営管理修士） 適合 ABEST21 International
経営管理専攻（ファイナンス修士） 適合 ABEST21 International

分野
設置
区分

大学院名

ビジネス 私立 早稲田大学大学院

研究科名 専攻名
直近の認証評価結果

R1(H31)経営管理研究科

https://www.otaru-uc.ac.jp/wp-content/uploads/2019/06/2018ninsyouhyoukakekkakouhyou.pdf
https://www.abest21.org/accreditation/reports2019/tsukuba/
https://www.abest21.org/accreditation/reports2019/hitotsubashi/
https://www.tuat.ac.jp/documents/tuat/outline/kei_hyou/ninsyouhyouka1/industrialTI_2019.pdf
https://www.titech.ac.jp/planning-evaluation/pdf/199-2019tenken-hyoka-houkoku.pdf
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/jaaboutevaluationestimatedocuments02_keieikairi02-0cc3e7ff9ae8aeb17393e98ca1f76cf1.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/133/20190326_792973.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/497/20200326_660774.pdf
https://www.kagawa-u.ac.jp/files/1215/5419/6634/H30hyokakekka.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/20/20190326_597724.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/393/20210326_991748.pdf
http://k2bs.kitakyu-u.ac.jp/cp-bin/wordpress/wp-content/uploads/2021/04/HP%E6%8E%B2%E8%BC%89%E7%94%A8.pdf
https://www.abest21.org/accreditation/reports2019/aoyama/
https://mba.globis.ac.jp/assets/pdf/about/publication/accreditation_2020-1.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/563/20220324_222244.pdf
https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2018/11/7920_811139.pdf?1677552611699
https://www.tus.ac.jp/about/data/guarantee/graduateschool_assessment/file/motresult2020.pdf
https://mot.nit.ac.jp/application/files/8916/0082/4462/dab2129ef061e295bd8a968722b43826.pdf
https://www.im.i.hosei.ac.jp/wp-content/uploads/2022/04/IM2018ninshohyoka.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/336/20190326_491597.pdf
https://www.abest21.org/accreditation/reports2020/mb_waseda/
https://www.abest21.org/accreditation/reports2020/ms_waseda/


ビジネス 私立 ＳＢＩ大学院大学 経営管理研究科 アントレプレナー専攻 H29 適合 ABEST21 International

ビジネス 私立 相模女子大学大学院 社会起業研究科 社会起業専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審

ビジネス 私立 事業創造大学院大学 事業創造研究科 事業創造専攻 R2 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 同志社大学大学院 ビジネス研究科 ビジネス専攻 H30 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 立命館大学大学院 経営管理研究科 経営管理専攻 R2 適合 大学基準協会

ビジネス 私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 経営戦略専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

ビジネス 株立 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻 H30

不適合
（R1(H31)の追
評価にて適合認

定）

大学基準協会

専任教員のうち、研究者教員とされてい
る者の半数以上は研究者教員たるに十分
な業績を有しているとはいえず、理論と
実務の架橋教育の質を担保する教員組織
とはなっていない。

会計 国立 北海道大学大学院 経済学院 会計情報専攻 H30 適合 大学基準協会

会計 国立 東北大学大学院 経済学研究科 会計専門職専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 私立 千葉商科大学大学院 会計ファイナンス研究科 会計ファイナンス専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 私立 青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 会計プロフェッション専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 私立 大原大学院大学 会計研究科 会計専攻 R2 適合 大学基準協会

会計 私立 明治大学大学院 会計専門職研究科 会計専門職専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

会計 私立 早稲田大学大学院 会計研究科 会計専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

会計 私立 関西大学大学院 会計研究科 会計人養成専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 私立 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 会計専門職専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 私立 熊本学園大学大学院 会計専門職研究科 アカウンティング専攻 H30 適合 会計大学院評価機構

会計 株立 ＬＥＣ東京リーガルマインド大学院大学 高度専門職研究科 会計専門職専攻 R1(H31) 不適合 会計大学院評価機構
・監査分野に関して専任教員が置かれて
いなかった。
・専任教員の授業負担が基準を満たして
いない。

公共政策 国立 北海道大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 R1(H31) 適合 大学基準協会

公共政策 国立 東北大学大学院 法学研究科 公共法政策専攻 H29 適合 大学基準協会

公共政策 国立 一橋大学大学院 国際・公共政策教育部 国際・公共政策専攻 H30 適合 大学基準協会

公共政策 国立 東京大学大学院 公共政策学教育部 公共政策学専攻 H30 適合 大学基準協会

公共政策 国立 京都大学大学院 公共政策教育部 公共政策専攻 R2 適合 大学基準協会

公共政策 私立 明治大学大学院 ガバナンス研究科 ガバナンス専攻 R3 適合 大学基準協会

公衆衛生等 国立 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 R3 適合 大学基準協会

https://www.abest21.org/accreditation/reports2018/sbi/
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/525/20210326_661772.pdf
https://www.doshisha.ac.jp/accredit/attach/page/ACCREDIT-PAGE-JA-8/119199/file/bs_accredit2018.pdf
https://www.ritsumei.ac.jp/mba/common/file/introduce/evaluate/introduce-evaluate_2020_3.pdf
https://iba.kwansei.ac.jp/dl/approach/abest21_accreditation_review_report2019.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/300/20190326_690995.pdf
https://www.haccs.hokudai.ac.jp/wp-content/uploads/2019/03/30_report_hokkaido.pdf
https://www.bureau.tohoku.ac.jp/hyoka/04/siryo%20ninsho/kaikeiH30_report_tohoku.pdf
https://www.cuc.ac.jp/about_cuc/evaluation/aopas/mstsps000002h0cx-att/accounting_houkokusyo_1.pdf
http://www.jiiae.or.jp/aopas/pdf/30_report_aoyama.pdf
https://www.o-hara.ac.jp/grad/storage/uploads/ckeditor/ninsyo_2020_1652442914.pdf
https://www.meiji.ac.jp/macs/accreditation/6t5h7p000000awi6-att/hyoukakekka.pdf
https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2022/11/kaikei_2019kekka.pdf
https://www.kansai-u.ac.jp/as/about/accreditation/pdf/report05.pdf
https://iba.kwansei.ac.jp/dl/approach/third-party2018.pdf
https://www.kumagaku.ac.jp/theme/daigakuin/pdf/about/kouhyou/as_hyoukahoukoku2019.pdf
https://www.lec.ac.jp/pdf/about/check/r1/AOPAS_2019.pdf
https://www.hops.hokudai.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/04/b8b9ae4e163b2b747193ff8861fd84e4.pdf
https://www.bureau.tohoku.ac.jp/hyoka/04/siryo%20ninsho/kokyo_H29hyoukakekka.pdf
https://www.hit-u.ac.jp/guide/information/assessment/certification-evaluation/pdf/H30ipp_hyoukakekka.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400112992.pdf
https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-files/jaaboutevaluationestimatedocuments02-kokyo02-b6537c2672b439863e1ec1ecb81ed297.pdf
https://www.meiji.ac.jp/mugs2/accreditation/6t5h7p00000gov7f-att/20220324_396475.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400184482.pdf


公衆衛生等 国立 京都大学大学院 医学研究科 社会健康医学系専攻 H30 適合 大学基準協会

公衆衛生等 国立 九州大学大学院 医学系学府 医療経営・管理学専攻 H30 適合 大学基準協会

公衆衛生等 私立 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 R2 適合 大学基準協会

公衆衛生等 私立 聖路加国際大学大学院 公衆衛生学研究科 公衆衛生学専攻 ― 未受審 ―

臨床心理 国立 九州大学大学院 人間環境学府 実践臨床心理学専攻 R1(H31) 適合 日本臨床心理士資格認定協会

臨床心理 国立 鹿児島大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 R3 適合 日本臨床心理士資格認定協会

臨床心理 私立 帝京平成大学大学院 臨床心理学研究科 臨床心理学専攻 R2 適合 日本臨床心理士資格認定協会

臨床心理 私立 帝塚山学院大学大学院 人間科学研究科 臨床心理学専攻 R3 適合 日本臨床心理士資格認定協会

臨床心理 私立 広島国際大学大学院 心理科学研究科 実践臨床心理学専攻 R3 適合 日本臨床心理士資格認定協会

法科 国立 北海道大学大学院 法学研究科 法律実務専攻 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 東北大学大学院 法学研究科 総合法制専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 千葉大学大学院 専門法務研究科 法務専攻 R2 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 東京大学大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 一橋大学大学院 法学研究科 法務専攻 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 金沢大学大学院 法学研究科 法務専攻 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 名古屋大学大学院 法学研究科 実務法曹養成専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 京都大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 大阪大学大学院 高等司法研究科 法務専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 神戸大学大学院 法学研究科 実務法律専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 岡山大学大学院 法務研究科 法務専攻 H30 適合 日弁連法務研究財団

法科 国立 九州大学大学院 法務学府 実務法学専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 国立 琉球大学大学院 法務研究科 法務専攻 H30 適合 日弁連法務研究財団

法科 公立 東京都立大学大学院 法学政治学研究科 法曹養成専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 公立 大阪市立大学大学院 法学研究科 法曹養成専攻 H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 私立 学習院大学大学院 法務研究科　　　  法務専攻　　　　  H30 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科　　　　  法曹養成専攻 H29 適合 大学基準協会

法科 私立 駒澤大学大学院 法曹養成研究科  法曹養成専攻   R3 適合 日弁連法務研究財団 

法科 私立 上智大学大学院 法学研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 H29 適合 大学改革支援・学位授与機構

https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/embed/jaaboutevaluationestimatedocumentshyoka_medical_report.2018.pdf
https://www.hcam.med.kyushu-u.ac.jp/wp-content/uploads/2023/02/accreditation.pdf
https://www.teikyo-u.ac.jp/application/files/1216/2025/9131/certification_202103.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/2_ninsho-hyoka_sashikae_2020_03.pdf
https://www.kagoshima-u.ac.jp/about/R3rinsho.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2021_2.pdf
https://www.tezuka-gu.ac.jp/wp-content/themes/tezukayama/pdf/nyushi/graduate/clinical_psychology/certification_evaluation_report_r3.pdf
http://fjcbcp.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/03/ninsho-hyoka_2022_03.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_hokkaido_h201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_tohoku_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/202103/no6_2_chiba_h202103.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_tokyo_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_hitotsubashi_h201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_kanazawa_h201803.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_nagoya_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kyoto_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_osaka_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kobe_h201903.pdf
https://www.okayama-u.ac.jp/user/tqac/ninsyo/pdf/ninsyo_law_30kekka.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_kyushu_h201903.pdf
https://www.jlf.or.jp/assets/work/dai3sha/20190328_4_ryukyu.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_shutodaigakutokyo_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_osakashiritsu_h201903.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_gakushuin_h201903.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20180402_177301.pdf
https://www.jlf.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/20220331_1.pdf
https://www.niad.ac.jp/media/006/201903/no6_2_jochi_h201803.pdf


法科 私立 専修大学大学院 法務研究科 法務専攻 H29 不適合 日弁連法務研究財団

・自己改革の取り組みが遅きに失してお
り、内容としても十分ではない。
・法曹に必要なマインドとスキルを養成
する教育が必要とされる水準に達してい
るとは認められない。

法科 私立 創価大学大学院 法務研究科                法務専攻                 H29 適合 日弁連法務研究財団

法科 私立 中央大学大学院 法務研究科           法務専攻            H30 適合 日弁連法務研究財団

法科 私立 日本大学大学院 法務研究科            法務専攻            H30 適合 日弁連法務研究財団

法科 私立 法政大学大学院 法務研究科         法務専攻            H29

不適合
（R1(H31)の追
評価にて適合認

定）

大学基準協会

・商法及び行政法分野の一部科目が選択
必修等となっている。
・いくつかの科目で最終回に授業内試験
を実施し、授業としての回数が不足する
結果となっている。
・一部教員の教育研究実績。

法科 私立 明治大学大学院 法務研究科          法務専攻            H30 適合 大学基準協会

法科 私立 早稲田大学大学院 法務研究科　　　　　 法務専攻            R3 適合 日弁連法務研究財団 

法科 私立 愛知大学大学院 法務研究科   法務専攻               H29 適合 大学改革支援・学位授与機構

法科 私立 南山大学大学院 法務研究科　　　 　　　 法務専攻               H30 不適合 大学基準協会
・司法試験の合格状況等の適切な把握・
分析に基づく教育成果の検証。
・入学定員に対する入学者数及び学生収
容定員に対する在籍学生数の管理。

法科 私立 同志社大学大学院 司法研究科             法務専攻               H30 適合 大学基準協会

法科 私立 立命館大学大学院 法務研究科　　　　　 法曹養成専攻　　　　　 H29 適合 日弁連法務研究財団

法科 私立 関西大学大学院 法務研究科    法曹養成専攻    H30 適合 大学基準協会

法科 私立 関西学院大学大学院 司法研究科　 　　 法務専攻          H30 適合 日弁連法務研究財団

法科 私立 福岡大学大学院 法曹実務研究科　 法務専攻　 H29 適合 日弁連法務研究財団

教職 国立 弘前大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 岩手大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 秋田大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 山形大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 福島大学大学院 人間発達文化研究科 教職実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構

教職 国立 宇都宮大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 群馬大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 千葉大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 H29 適合 教員養成評価機構

https://www.jlf.or.jp/assets/work/dai3sha/report2017_senshuuniv.pdf
https://www.soka.ac.jp/files/ja/20180329_104602.pdf
https://www.jlf.or.jp/assets/work/dai3sha/20190328_1_chuou.pdf
https://www.law.nihon-u.ac.jp/lawschool/pdf/authentication1.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/322/20180328_205424.pdf
https://www.meiji.ac.jp/laws/jikoten/6t5h7p00000uealm-att/meijihoukadaigakuinhyoukakekka201903.pdf
https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2022/11/houmu_2021kekka.pdf
https://www.niad.ac.jp/n_hyouka/houka/hyouka/h_29/no6_2_aichi_h201803.pdf
https://www.nanzan-u.ac.jp/Menu/ninsho/pdf/2019hoka_ninsho.pdf
https://www.doshisha.ac.jp/accredit/attach/page/ACCREDIT-PAGE-JA-8/119198/file/ls_accredit2018.pdf
https://www.jlf.or.jp/assets/work/dai3sha/report2017_ritsumeiuniv.pdf
https://www.kansai-u.ac.jp/ls/about/info/pdf/h30_attestation.pdf
https://www.kwansei.ac.jp/cms/kwansei/pdf/department/justice/0000166043.pdf
https://www.jlf.or.jp/assets/work/dai3sha/report2017_fukuokauniv.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/hirosaki.pdf
https://www.iwate-u.ac.jp/upload/images/39f0e744f5117ab8dc96eed5948e7513_1.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/akita.pdf
https://www.yamagata-u.ac.jp/jp/files/3316/3167/3678/R2-02.pdf
https://www.fukushima-u.ac.jp/R3hyoukakekka.pdf
https://www.utsunomiya-u.ac.jp/docs/29_ninsyo.pdf
https://www.gunma-u.ac.jp/wp-content/uploads/2021/04/R02hyoukakekka.pdf
https://www.chiba-u.ac.jp/general/disclosure/files/20200408kyoushokuhyouka.pdf
https://www.u-gakugei.ac.jp/jouhou/pdf/gakugei.pdf


教職 国立 新潟大学大学院 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 国立 富山大学大学院 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 金沢大学大学院 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科 教職開発専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 信州大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 国立 静岡大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 愛知教育大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 和歌山大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 国立 島根大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 国立 広島大学大学院 人間社会科学研究科 教職開発専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 岡山大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 山口大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 国立 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 国立 香川大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 愛媛大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 佐賀大学大学院 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 長崎大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 熊本大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 R3 適合 教員養成評価機構

教職 国立 大分大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 R1(H31) 適合 教員養成評価機構

教職 国立 宮崎大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 H29 適合 教員養成評価機構

教職 国立 琉球大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 私立 聖徳大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 私立 創価大学大学院 教職研究科 教職専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 私立 玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻 R2 適合 教員養成評価機構

教職 私立 帝京大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 H30 適合 教員養成評価機構

教職 私立 早稲田大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構

https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2019/03/edaigakuin_kekka.pdf
http://www.iete.jp/project/r01/kekka/toyama.pdf
https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/10/kekka_kyousyoku.pdf
https://www.u-fukui.ac.jp/wp/wp-content/uploads/202104_kyousyokudaigakuinnninteihyouka.pdf
https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2017/07/H29kyousyokuninshouhyouka.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/shinshu.pdf
https://www.shizuoka.ac.jp/outline/info/kokai/ninsho/document/2017kekka.pdf
https://www.aichi-edu.ac.jp/intro/files/kyosyoku_kekka_210405.pdf
https://osaka-kyoiku.ac.jp/Portals/0/resources/_file/kikaku/hyoka/kyoushokudaigakuin_kekkar1.pdf
https://www.hyogo-u.ac.jp/assets/files/2021/03/kyosyokukekka2020.pdf
https://www.wakayama-u.ac.jp/_files/00176347/kninsho2018_2.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/shimane.pdf
https://www.hiroshima-u.ac.jp/system/files/139767/hiroshima_20200330.pdf
https://www.okayama-u.ac.jp/user/tqac/ninsyo/pdf/senmon_in_hyoka_ninsyohyoka_edu_29.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/yamaguchi.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/naruto.pdf
https://www.kagawa-u.ac.jp/files/6916/0085/2263/R1kyoushokukekka.pdf
https://www.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/03/814b3f435b27a667d77a0c394b1bcb49.pdf
http://www.saga-u.ac.jp/hyoka/gakugai/H31kyosyokuninsyokekka/r2kekka.pdf
https://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/guidance/disclosure/check/plan_evaluation/check/file/h29hyoukahoukoku.pdf
https://www.kumamoto-u.ac.jp/daigakujouhou/kihonjoho/hyouka/index_file/zitmyf
https://www.oita-u.ac.jp/000047272.pdf
https://www.of.miyazaki-u.ac.jp/%7Ehyouka_web2/gakugai/new/deta/H29eduGS_hyoukakekka.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/ryukyu.pdf
https://www.seitoku-u.ac.jp/pdf/about/jaca_accredited/hyouka_houkokusho.pdf
https://www.soka.ac.jp/files/ja/20210330_095620.pdf
http://www.iete.jp/project/r02/kekka/tamagawa.pdf
http://www.iete.jp/project/h30/kekka/teikyo.pdf
https://www.waseda.jp/top/assets/uploads/2022/11/kyousyoku_2021kekka.pdf


教職 私立 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 R3 適合 教員養成評価機構

教職 私立 立命館大学大学院 教職研究科 実践教育専攻 R3 適合 教員養成評価機構

その他 国立 東京大学大学院 工学系研究科 原子力専攻 R1(H31) 適合 日本技術者教育認定機構

その他 公立 国際教養大学大学院 グローバル・コミュニケーション実践研究科 グローバル・コミュニケーション実践専攻 H29 適合 大学基準協会

その他 公立 産業技術大学院大学 産業技術研究科 産業技術専攻 ― 未受審 ― 設置後5年以内のため未受審

その他 公立 兵庫県立大学大学院 緑環境景観マネジメント研究科 緑環境景観マネジメント専攻 H30 適合 日本造園学会

その他 私立 天使大学大学院 助産研究科 助産専攻 H30 適合 日本助産評価機構

その他 私立 慶應義塾大学大学院 法務研究科 グローバル法務専攻 R3 適合 大学基準協会

その他 私立 社会構想大学院大学 広報・情報研究科 広報・情報専攻 R3 適合 大学基準協会

その他 私立 日本社会事業大学大学院 福祉マネジメント研究科 福祉マネジメント専攻 H29 適合 日本ソーシャルワーク教育学校連盟

その他 私立 ハリウッド大学院大学 ビューティビジネス研究科 ビューティビジネス専攻 H29 適合 専門職高等教育質保証機構

その他 私立 文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科 ファッションクリエイション専攻 R2 適合 日本高等教育評価機構

その他 私立 文化ファッション大学院大学 ファッションビジネス研究科 ファッションマネジメント専攻 R2 適合 日本高等教育評価機構

その他 私立 星槎大学大学院 教育実践研究科 教育実践専攻 R3 適合 専門職高等教育質保証機構

その他 私立 京都情報大学院大学 応用情報技術研究科 ウェブビジネス技術専攻 H30 適合 日本技術者教育認定機構

その他 私立 大阪工業大学大学院 知的財産研究科 知的財産専攻 H30 適合 大学基準協会

その他 私立 神戸情報大学院大学 情報技術研究科 情報システム専攻 R1(H31) 適合 日本技術者教育認定機構

その他 株立 デジタルハリウッド大学大学院 デジタルコンテンツ研究科 デジタルコンテンツ専攻 R3 適合 大学基準協会

※募集停止をしている大学院は除きます。

※認証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、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」の標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院について、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。

https://www.tokoha-u.ac.jp/media/2022_kyousyoku_ninsyouhyouka.pdf
https://www.ritsumei.ac.jp/gspte/data/pdf/hyoka_2021_1.pdf
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400140864.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/553/20180328_676888.pdf
https://www.awaji.ac.jp/gs-ldh/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/7cc2176ab5e01e27446e3f3682932e57.pdf
https://www.tenshi.ac.jp/uploads/files/daigaku/info/hyouka/hyoukakeka_jyosan.pdf
https://www.juaa.or.jp/updata/evaluation_results/9/20220330_524400.pdf
https://www.socialdesign.ac.jp/wp-content/uploads/2022/10/r3_ic_ertifiedevaluation.pdf
http://jaswe.jp/doc/201801_ninsho_houkoku.pdf
https://qaphe.com/wp/wp-content/uploads/beauty_result2017.pdf
https://bfgu-bunka.ac.jp/contents_2019/wp-content/uploads/2021/04/self-ins_fashionbusiness_2020_02.pdf
https://bfgu-bunka.ac.jp/contents_2019/wp-content/uploads/2021/04/self-ins_fashionbusiness_2020_02.pdf
https://qaphe.com/wp/wp-content/uploads/gredseisa_result2021.pdf
https://www.kcg.edu/sites/default/files/attachments/page/2018-08/evaluation-report2018.pdf
https://www.oit.ac.jp/japanese/oit/img/oit2018.pdf
https://www.kic.ac.jp/wp-content/uploads/2020/07/0e61a0a385ffbc65c8d2449819c5035d.pdf
https://gs.dhw.ac.jp/uploads/report_220401A.pdf
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