
点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

文学研究院・文学院・文学部
（文学研究科）

北海道大学大学院文学研究科・文学部　外部評価報告書 平成27年12月

平成29年度実施法科大学院認証評価評価報告書 平成30年３月

法科大学院認証評価自己評価書 平成29年６月

北海道大学大学院法学研究科・法学部自己点検・評価報告書　外部評価報告書 平成26年11月

北海道大学大学院法学研究科・法学部自己点検・評価報告書評価資料集 平成26年11月

平成24年度実施法科大学院認証評価評価報告書 平成25年３月

法科大学院認証評価自己評価書 平成24年６月

情報科学研究院・情報科学院
（情報科学研究科）

情報科学研究科　自己点検自己点検評価書 平成26年３月

大学院環境科学院年次報告書（平成30年度） 令和２年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成30年度） 令和２年３月

大学院環境科学院年次報告書（平成29年度） 平成31年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成29年度） 平成31年３月

大学院環境科学院年次報告書（平成28年度） 平成29年９月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成28年度） 平成29年９月

大学院環境科学院年次報告書（平成27年度） 平成29年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成27年度） 平成29年３月

大学院環境科学院年次報告書（平成26年度） 平成28年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成26年度） 平成28年３月

大学院地球環境科学研究院・大学院環境科学院　自己点検評価報告書 平成27年１月

大学院環境科学院年次報告書（平成25年度） 平成27年１月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成25年度） 平成27年１月

大学院環境科学院自己点検報告書（平成23年度～24年度） 平成27年１月

大学院地球環境科学研究院自己点検報告書（平成23年度～24年度） 平成27年１月

大学院地球環境科学研究院年次報告書（平成20年度～22年度） 平成25年３月

大学院環境科学院年次報告書（平成20年度～22年度） 平成25年１月

理学研究院・理学院・理学部 北海道大学大学院理学研究院・理学部・理学院　外部評価委員会　評価報告書 平成26年４月

北海道大学大学院薬学研究院・薬学部外部点検評価報告書 令和２年３月

自己点検評価報告書（北海道大学大学院薬学研究院・薬学部） 令和元年11月

北海道大学大学院薬学研究院・薬学部外部点検評価報告書 平成26年３月

自己点検評価報告書（北海道大学大学院薬学研究院・薬学部） 平成25年10月

北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部自己点検評価報告書 令和元年12月

北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部外部評価報告書 平成26年１月

北海道大学大学院農学研究院・大学院農学院・農学部自己点検評価報告書 平成25年５月

北海道大学大学院先端生命科学研究院　外部評価委員会　評価報告書 平成26年４月

北海道大学大学院生命科学院　外部評価委員会　評価報告書 平成26年４月

外部評価結果報告書(平成22年度～平成24年度) 平成26年12月

自己点検評価報告書(平成22年度～平成24年度) 平成26年３月

平成29年度　国際広報メディア・観光学院，メディアコミュニケーション研究院点検評価報告書 平成30年３月

平成28年度　国際広報メディア・観光学院，メディアコミュニケーション研究院点検評価報告書 平成29年４月

北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院/大学院国際広報メディア・観光学院/
外国語教育センター「自己点検・評価報告書/外部評価報告書」（平成22年度～平成27年度）

平成28年４月

平成25年度～平成26年度メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成26年３月

平成25年度上半期メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成25年11月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.17　 平成25年10月

法学研究科・法学部

先端生命科学研究院・
生命科学院

教育学院・教育学研究院・
教育学部（教育学研究科）

地球環境科学研究院・環境科学院
（地球環境科学研究科）

農学院・農学研究院・
農学部（農学研究科）

薬学研究院・薬学部
（薬学研究科）

メディアコミュニケーション研究院，
国際広報メディア・観光学院
（国際広報メディア研究科） 1 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

平成24年度下半期メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成25年３月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.16　 平成25年３月

平成24年度上半期メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成24年10月

国際広報メディア・観光学ジャーナル No.15 平成24年９月

平成23年度下半期メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成24年４月

平成23年度上半期メディア・コミュニケーション研究院／国際広報メディア観光学院点検評価報告書 平成23年10月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.14 平成24年３月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.13 平成23年11月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.12 平成23年３月

国際広報メディア・観光学ジャーナル NO.11 平成22年11月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学研究院（医学部保健学科）年報 令和元年９月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学研究院（医学部保健学科）年報 平成30年９月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学研究院（医学部保健学科）年報 平成29年９月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学研究院（医学部保健学科）年報（2013.4～2015.3） 平成28年10月

平成27年度北海道大学医学部保健学科・大学院保健科学院FDワークショップ報告書 平成28年３月

平成26年度北海道大学医学部保健学科・大学院保健科学院FDワークショップ報告書 平成27年３月

新営・改修完成リニューアル記念業績集 平成26年12月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学院医学部保健学科外部評価報告書 平成26年５月

医学部保健学科　自己点検・評価報告書 平成25年12月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学院　自己点検・評価報告書 平成25年12月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学院（医学部保健学科）年報2012年４月～2013年３月 平成25年10月

平成25年度北海道大学医学部保健学科・大学院保健科学院FDワークショップ報告書 平成25年９月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学院（医学部保健学科）年報2011年４月～2012年３月 平成25年３月

平成24年度北海道大学大学院保健科学院・医学部保健学科FDワークショップ報告書 平成24年９月

看護FDワークショップ報告書 平成24年２月

大学院保健科学研究院・大学院保健科学院（医学部保健学科）年報 平成24年２月

平成23年度北海道大学大学院保健科学院・医学部保健学科FDワークショップ報告書 平成23年11月

平成22年度北海道大学大学院保健科学院・医学部保健学科FDワークショップ報告書 平成22年11月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　事業成果（活動報告）平成30年度 平成31年２月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　事業成果（活動報告）平成29年度 平成31年２月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　事業成果（活動報告）平成28年度 平成31年２月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　平成27年度事業成果報告書 平成28年９月

総合若手人材育成事業　平成27年度活動報告及び外部評価報告書 平成28年３月

北海道大学工学系教育研究センター　平成27年度活動報告及び外部評価報告書 平成28年３月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　平成26年度事業成果報告書 平成27年11月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　平成25年度事業成果報告書 平成26年12月

北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部　外部評価書 平成26年４月

総合若手人材育成事業　平成25年度活動報告及び外部評価報告書 平成26年３月

北海道大学工学系教育研究センター　平成25年度活動報告及び外部評価報告書 平成26年３月

北海道大学大学院工学研究院・工学院・工学部　自己点検・評価書 平成26年３月

北海道大学大学院工学研究院フロンティア化学教育研究センター　平成24年度事業成果報告書 平成25年12月

総合若手人材育成事業 平成23年度活動報告書および外部評価報告書 平成24年３月

環境ナノ・バイオ工学研究センター活動報告書 平成23年３月

北海道大学工学系教育研究センター平成22年度活動報告書 平成23年３月

メディアコミュニケーション研究院，
国際広報メディア・観光学院
（国際広報メディア研究科）

工学研究院・工学院・
工学部（工学研究科）

保健科学研究院・保健科学院

2 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第12号 平成29年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第11号 平成28年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第10号 平成27年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第９号 平成26年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第８号 平成25年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第７号 平成24年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第６号 平成23年９月

北海道大学エネルギー・マテリアル融合領域研究センター年報　第５号 平成22年９月

ANNUAL　REPORT　2018 令和２年１月

ANNUAL　REPORT　2017 平成31年３月

ANNUAL　REPORT　2016 平成30年３月

ANNUAL　REPORT　2015 平成29年２月

ANNUAL　REPORT　2014 平成27年９月

北海道大学大学院総合化学院　外部評価委員会　評価報告書 平成27年７月

北海道大学大学院総合化学院　自己点検評価報告書 平成27年１月

ANNUAL　REPORT　2013 平成26年９月

北海道大学大学院経済学研究科・経済学部外部評価報告書 平成26年12月

北海道大学大学院経済学研究科・経済学部点検評価報告書　平成22～24年度 平成25年11月

大学院医学研究科・医学部医学科　外部評価報告書 平成26年３月

北海道大学医学部医学科自己点検・評価報告書 平成26年１月

北海道大学大学院医学研究科自己点検・評価報告書 平成26年１月

北海道大学大学院歯学研究科・歯学部　外部評価報告書 平成28年３月

北海道大学歯学研究科・歯学部　自己点検・評価報告書　平成22年度～平成24年度 平成26年７月

第Ⅰ期中期目標・中期計画期間の点検・評価と今後の展望 平成23年４月

北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部　年報　平成28～29年度 平成30年12月

北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部　年報　平成26～27年度 平成28年11月

北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部　自己点検報告書 平成27年６月

北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部　外部評価報告書 平成27年６月

公共政策学連携研究部・教育部 北海道大学大学院公共政策学連携研究部・教育部　外部評価委員会評価報告書 2013 平成26年３月

北海道大学低温科学研究所　外部点検評価報告書 令和２年３月

北海道大学低温科学研究所　自己点検評価報告書 令和元年11月

北海道大学低温科学研究所　環オホーツク観測研究センター　自己点検評価報告書 令和元年11月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成30年度版～ 令和元年９月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成29年度版～ 平成30年10月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成28年度版～ 平成29年９月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成27年度版～ 平成28年９月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成26年度版～ 平成27年８月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成25年度版～ 平成26年８月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報平成24年度版～ 平成25年８月

北海道大学低温科学研究所　外部点検評価報告書 平成25年３月

北海道大学低温科学研究所　自己点検評価報告書 平成24年11月

北海道大学低温科学研究所　環オホーツク観測研究センター　自己点検評価報告書 平成24年11月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報　平成23年度版～ 平成24年９月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報2011～ 平成23年８月

北海道大学低温科学研究所　年次自己点検評価報告書　～年報2010～ 平成22年８月

医学研究院・医学院・医学部
（医学研究科）

歯学研究院・歯学院・歯学部
（歯学研究科）

獣医学研究院・獣医学院・獣
医学部（獣医学研究科）

工学研究院附属
エネルギー・マテリアル
融合領域研究センター

（エネルギー変換
  マテリアル研究センター）

経済学研究院・経済学院・
経済学部（経済学研究科）

低温科学研究所

総合化学院

3 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成30年度 令和元年８月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成29年度 平成30年11月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成28年度 平成29年11月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成27年度 平成28年６月

国立大学法人北海道大学電子科学研究所　第５回外部評価報告書 平成27年12月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成26年度－点検評価報告書－ 平成27年７月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成25年度－点検評価報告書－ 平成26年７月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成24年度－点検評価報告書－ 平成26年３月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成23年度－点検評価報告書－ 平成24年６月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成22年度－点検評価報告書－ 平成23年10月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成21年度－点検評価報告書－ 平成23年３月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報（平成30年度） 令和２年２月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報（平成29年度） 平成31年１月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報（平成28年度） 平成30年１月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報（平成27年度） 平成28年12月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報（平成26年度） 平成28年１月

北海道大学遺伝子病制御研究所　外部評価報告書 平成26年８月

北海道大学遺伝子病制御研究所　自己点検評価報告書 平成26年６月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成26年１月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報　 平成25年２月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成24年２月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成23年２月

年報2018 国立大学法人北海道大学触媒科学研究所 令和元年８月

年報2017 国立大学法人北海道大学触媒科学研究所 平成30年７月

Evaluation report on Institute for Catalysis（外部評価） 平成30年５月

年報2016 国立大学法人北海道大学触媒科学研究所 平成29年８月

年報2015 国立大学法人北海道大学触媒科学研究所 平成28年９月

年報2014 国立大学法人北海道大学触媒化学研究センター 平成27年７月

年報2013 国立大学法人北海道大学触媒化学研究センター 平成26年10月

年報2012 国立大学法人北海道大学触媒化学研究センター 平成26年３月

北海道大学触媒化学研究センター（平成20～24年度）外部点検評価報告書 平成25年３月

年報2011 国立大学法人北海道大学触媒化学研究センター 平成25年１月

年報2010 国立大学法人北海道大学触媒化学研究センター 平成24年９月

北海道大学触媒化学研究センター年報　第21号 平成23年３月

令和元年度北海道大学附属図書館自己点検・評価報告書 令和２年３月

北海道大学附属図書館年報２０１９ 令和元年７月

北海道大学附属図書館年報２０１８ 平成30年７月

北海道大学附属図書館年報２０１７ 平成29年８月

平成28年度北海道大学附属図書館自己点検・評価報告書 平成29年３月

北海道大学附属図書館年報２０１６ 平成28年８月

北海道大学附属図書館年報２０１５ 平成27年８月

平成26年度北海道大学附属図書館外部評価報告書 平成27年３月

平成25年度北海道大学附属図書館自己点検・評価報告書 平成26年３月

「スラブ・ユーラシア研究センターを研究する」点検評価報告書 No.８ 令和２年３月

「スラブ・ユーラシア研究センターを研究する」点検評価報告書 No.７ 平成26年８月

附属図書館

スラブ・ユーラシア研究センター

触媒科学研究所

遺伝子病制御研究所

電子科学研究所

4 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

北海道大学情報基盤センター外部評価報告書 令和２年３月

情報基盤センター年報　平成30年度 令和元年10月

情報基盤センター年報　平成29年度 平成30年11月

情報基盤センター年報　平成28年度 平成29年11月

情報基盤センター年報　平成27年度 平成28年11月

情報基盤センター年報　平成26年度 平成27年11月

北海道大学情報基盤センター外部評価報告書 平成27年３月

情報基盤センター年報　平成25年度 平成26年11月

情報基盤センター年報　平成24年度 平成25年11月

情報基盤センター年報　平成23年度 平成24年12月

情報基盤センター年報　平成22年度 平成23年11月

情報基盤センター年報　平成21年度 平成23年２月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 令和２年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成31年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成29年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成28年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター外部評価報告書 平成27年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成27年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成26年３月

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター年報 平成25年１月

アイソトープ総合センター　平成30年度　自己点検・評価報告書 令和元年７月

アイソトープ総合センター　平成29年度　自己点検・評価報告書 平成30年８月

アイソトープ総合センター　平成28年度　自己点検・評価報告書 平成29年８月

アイソトープ総合センター　平成27年度　自己点検・評価報告書 平成28年８月

アイソトープ総合センター　平成26年度　自己点検・評価報告書 平成27年８月

アイソトープ総合センター　平成25年度　自己点検・評価報告書 平成26年８月

アイソトープ総合センター　平成24年度　自己点検・評価報告書 平成25年８月

アイソトープ総合センター　平成23年度　自己点検・評価報告書 平成24年８月

アイソトープ総合センター　平成22年度　自己点検・評価報告書 平成23年８月

アイソトープ総合センター　平成21年度　自己点検・評価報告書 平成22年７月

量子集積エレクトロニクス研究　第18巻 令和元年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第17巻 平成30年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第16巻 平成29年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第15巻 平成28年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第14巻 平成27年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第13巻 平成26年６月

量子集積エレクトロニクス研究  第12巻 　　　　　 平成25年６月

量子集積エレクトロニクス研究  第11巻 　　　　　 平成24年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第10巻 平成23年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第９巻 平成22年６月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター自己点検・評価報告書 令和２年２月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター年報（平成27年度） 平成29年２月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター年報（平成26年度） 平成28年２月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター外部評価報告書 平成27年３月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター自己点検・評価報告書 平成27年２月

北方生物圏フィールド科学
センター

  量子集積エレクトロニクス
  研究センター

  (量子界面エレクトロニクス
   研究センター）

アイソトープ総合センター

人獣共通感染症リサーチセンター

情報基盤センター

5 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター年報（平成25年度） 平成27年２月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター外部評価報告書 平成23年３月

北海道大学北方生物圏フィールド科学センター自己点検・評価報告書 平成23年２月

創成研究機構評価委員会評価調書（観光学高等研究センター） 令和２年３月

観光学高等研究センター　2018年度事業報告 令和元年７月

観光学高等研究センター　2017年度事業報告 平成30年７月

北海道大学観光地域マネジメント寄附講座　2015年度事業報告 平成28年５月

北海道大学観光学高等研究センター2014年度事業報告 平成27年７月

観光学高等研究センター　評価結果 平成27年１月

北海道大学観光学高等研究センター2013年度事業報告 平成26年10月

観光学高等研究センター　評価結果 平成25年３月

「クボタ・農地再生・ふるさと起業寄附研究部門」研究報告書 平成25年３月

インバウンド観光を対象とする評価と認証に関する調査研究 平成24年３月

産学連携による実践型人材育成事業－専門人材の基盤的教育推進プログラム－
「産業界と連携した観光関連大学等の職業教育の評価・認定システム構築プロジェクト」報告書

平成23年３月

ＣＡＴＳ叢書（第５号） 平成22年10月

アイヌ・先住民研究センター　評価結果 平成27年１月

アイヌ・先住民研究センター　評価結果 平成25年３月

古文書プロジェクト報告書「蝦夷方言藻汐草　全」翻刻・解題 平成25年３月

アイヌ・先住民言語アーカイヴプロジェクト報告書「アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎研究(2) 平成25年３月

アイヌ・先住民言語アーカイヴプロジェクト報告書「樺太アイヌ語例文集(1) 平成25年３月

アイヌ・先住民言語アーカイヴプロジェクト報告書「和田文治郎　樺太アイヌ説話集　1」 平成25年３月

2019年度 北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 令和２年３月

2018年度 北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 令和元年７月

2017年度 北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成30年３月

2016年度 北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成29年３月

2015年度 北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成28年６月

北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成27年３月

北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成26年７月

北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成24年７月

北海道大学社会科学実験研究センター自己点検評価報告書 平成23年６月

平成22年度社会科学実験研究センター自己点検評価 平成23年２月

北海道大学環境健康科学研究教育センター年報　2016-2017年（平成28-29年度） 平成30年５月

北海道大学環境健康科学研究教育センター年報　2014-2015年（平成26-27年度） 平成28年３月

北海道大学環境健康科学研究教育センター年報　2012-2013年（平成24-25年度） 平成26年３月

北海道大学環境健康科学研究教育センター年報　2010-2011年（平成22-23年度） 平成24年３月

広域複合災害研究センター 令和元年度広域複合災害研究センター活動報告書 令和２年３月

北海道大学脳科学研究教育センター自己点検・評価報告書（平成25年度～平成27年度） 平成28年５月

北海道大学脳科学研究教育センター自己点検・評価報告書 平成26年３月

平成29年度　外国語教育におけるICT活用/自律的教育活動の発展 平成30年３月

平成28年度　全学教育外国語の現状と課題 平成29年３月

北大オリジナル　発信型英語の基礎　ビデオ『How to Make Yourself Understood』 平成29年３月

国際協学科目の充実に向けた調査研究－「国際交流科目」受講者アンケート調査結果報告－ 平成27年３月

全学教育外国語に関する意識調査と北大生の英語力の変化 平成26年３月

北方生物圏フィールド科学
センター

観光学高等研究センター

外国語教育センター

アイヌ・先住民研究センター

環境健康科学研究教育センター

脳科学研究教育センター

社会科学実験研究センター

6 ※（　）は、既に廃止されている部局



点検評価報告書発行状況一覧（平成22年度～令和元年度）
令和２年３月31日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

北海道大学総合博物館年報　平成27（2015）年度 平成28年10月

北海道大学総合博物館自己点検評価報告書（点検評価対象期間：2010～2014年度） 平成28年３月

北海道大学総合博物館年報　平成26（2014）年度 平成27年10月

北海道大学総合博物館外部点検評価報告書 平成23年３月

北海道大学大学文書館年報  第15号 令和２年３月

北海道大学大学文書館年報  第14号 平成31年３月

北海道大学大学文書館自己点検・外部評価報告書（2011～2016年度） 平成30年３月

北海道大学大学文書館年報  第13号 平成30年３月

北海道大学大学文書館年報　第12号　 平成29年３月

北海道大学大学文書館年報  第11号 平成28年３月

北海道大学大学文書館年報  第10号 平成27年３月

北海道大学大学文書館年報  第９号 平成26年３月

北海道大学大学文書館年報　第８号 平成25年３月

北海道大学大学文書館自己点検評価報告書 平成24年３月

北海道大学保健センター年報・点検評価報告書　2011（平成23）年度～2014（平成26）年度 平成28年２月

保健センター年報　2011（2007～2010年度） 平成24年４月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅥ（2020年）平成30年度調査報告，年次事業報告 令和２年３月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅤ（2019年）平成29年度調査報告，年次事業報告 平成31年３月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅣ（2018年）平成28年度調査報告，年次事業報告 平成30年３月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅢ（2017年）平成27年度調査報告，年次事業報告 平成29年３月

北大構内の遺跡ⅩⅩⅡ（2016年）平成26年度調査報告，年次事業報告 平成28年３月

Global Institution for Collaborative Research and Education(GI-CoRE)
Global Station for Quantum Medical Science and Engineering 2016 Interim Appraisal Progress
Report (Project Period:2014-2019)

平成28年４月

Global Institution for Collaborative Research and Education(GI-CoRE)
Global Station for Zoonosis Control 2016 Interim Appraisal: Progress Report(Project
Period:2014-2019)

平成28年４月

RCIM　Letters　Vol.３ No.２ 平成23年３月

RCIM　Letters　Vol.３ No.１ 平成22年12月

RCIM PROCEEDINGS Vol.３ 平成22年11月

総合博物館

保健センター

（数学連携研究センター）

国際連携研究教育局

埋蔵文化財調査センター

大学文書館

7 ※（　）は、既に廃止されている部局


