
点検評価報告書発行状況一覧
平成27年５月１日現在

部　　　局 点　検　評　価　報　告　書 発行年月

21世紀の大いなる展開に向けて　－研究主導型大学としての展開を求めて－ 平成16年３月

21世紀の大いなる展開に向けて　－研究主導型大学としての展開を求めて－ 平成15年３月

（抜刷）教員の総合的業績評価について 平成14年３月

21世紀の大いなる展開に向けて　－研究主導型大学としての展開を求めて－ 平成14年３月

（抜刷）教員の総合的業績評価について 平成13年３月

21世紀の大いなる展開に向けて　－研究主導型大学としての展開を求めて－ 平成13年３月

（抜刷）教員の総合的業績評価について 平成12年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ （概要） 平成12年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ 平成12年３月

（抜刷）教員の総合的業績評価について 平成11年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ （概要） 平成11年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ 平成11年３月

（抜刷）本学の共同研究の現状と課題について－教員等によるアンケート調査－ 平成10年３月

（抜刷）学業成績評価について －教員･学生によるアンケート調査－ 平成10年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ 平成10年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ 平成９年３月

来るべき新世紀に向けて　～北大の新たなる展開のために～ 平成８年３月

（抜刷）学生による教育指導の評価 平成７年３月

北大のルネサンスを目指して　～北海道大学の現状と課題～ 平成７年３月

北大のルネサンスを目指して　～北海道大学の現状と課題～ 平成６年３月

北大のルネサンスを目指して　～北海道大学の現状と課題～ 平成５年６月

研究活動一覧　平成17年度 平成18年３月

研究活動一覧　平成16年度 平成17年３月

（別冊）研究活動一覧 平成15年度 平成16年３月

（別冊）研究活動一覧 平成14年度 平成15年３月

（別冊）研究活動一覧 平成13年度 平成14年３月

（別冊）研究活動一覧 平成12年度 平成13年３月

（別冊）研究活動一覧 平成11年度 平成12年３月

（別冊）研究活動一覧 平成10年度 平成11年３月

（別冊）研究活動一覧 平成９年度 平成10年３月

（別冊）国内外・学内の共同研究一覧 平成８年度 平成９年３月

（別冊）研究活動一覧 平成８年度 平成９年３月

（別冊）研究活動一覧 平成７年度 平成８年３月

（別冊）研究活動一覧 平成６年度 平成７年３月

（別冊）研究活動一覧 平成５年度 平成６年３月

（別冊）研究活動一覧 平成４年度 平成５年６月

教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成17年度 平成18年３月

教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成16年度 平成17年３月

（別冊）教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成15年度 平成16年３月

（別冊）教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成14年度 平成15年３月

（別冊）教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成13年度 平成14年３月

（別冊）教育，管理運営，社会貢献活動一覧 平成12年度 平成13年３月

（別冊）学生による授業アンケート結果（平成14年度後期及び平成15年度前期実施分） 平成16年３月

北海道大学研究者総覧 平成18年３月

北海道大学（全学）

1 ※（　）は、既に廃止されている部局
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北海道大学研究者総覧（追録） 平成17年３月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成16年２月

北海道大学研究者総覧 平成15年３月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成14年３月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成13年３月

北海道大学研究者総覧 平成12年２月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成10年７月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成９年10月

北海道大学研究者総覧 平成８年12月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成７年８月

北海道大学研究者総覧（追録） 平成６年９月

北海道大学研究者総覧 平成６年２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

北海道大学附属図書館外部評価報告書 平成16年２月

附属図書館の現状と課題－自己点検・評価報告書－ 平成15年３月

北海道大学文学部教育研究年報1996-1998 平成11年３月

北海道大学文学部学外評価委員会報告書 平成10年３月

北海道大学文学部教育研究年報1994-1995 平成８年３月

北海道大学文学部研究教育年報1992-1994 平成６年３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

北大教育学院・教育学部「教育フォーラム2009」－私たちが目指すべき方向と課題－ 平成21年３月

第２回教育学研究院フォーラム－自己点検・評価報告書（Ⅱ）－ 平成19年９月

自己点検・評価報告書－中期目標・中期計画の中間報告－(2004～2006年度) 平成19年６月

年次活動報告書　2005（平成17年度） 平成18年６月

北海道大学大学院教育学研究科・教育学部有識者懇談会報告書－第三者点検評価報告書－ 平成16年２月

研究と教育の報告　－1998年～2001年－ 第５号 平成14年３月

北海道大学大学院教育学研究科・教育学部有識者懇談会報告書－第三者点検評価報告書－ 平成13年３月

北海道大学教育学部有識者懇談会報告書－第三者点検評価報告書－ 平成10年11月

研究と教育の報告　－1995年～1997年－ 第４号 平成10年３月

研究と教育の報告　－1992年～1994年－ 第３号 平成７年３月

研究・教育の報告　第２号 平成３年11月

研究・教育の報告　第１号 昭和63年３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

法科大学院認証評価自己評価書 平成24年６月

北海道大学大学院法学研究科・法学部外部評価報告書 平成22年３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22年３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 平成22年３月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2007) 平成19年５月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2006) 平成18年５月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2005) 平成17年５月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2004) 平成16年５月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2003) 平成15年５月

北海道大学大学院法学研究科・法学部外部評価報告書 平成15年３月

附属図書館

文学研究科・文学部

教育学院・教育学研究院・
教育学部（教育学研究科）

法学研究科・法学部

2 ※（　）は、既に廃止されている部局
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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15年３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 平成15年３月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2002) 平成14年５月

北海道大学大学院法学研究科附属高等法政教育研究センター年次報告書(2001) 平成13年５月

3 ※（　）は、既に廃止されている部局
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北海道大学法学部の現状と課題 平成７年２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

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９～12年度 平成14年３月

北海道大学経済学部外部評価報告書 平成11年３月

（北海道大学経済学部外部評価資料　平成６～９年度） 平成10年７月

北海道大学経済学部点検評価報告書 平成６～８年度 平成10年３月

北海道大学経済学部点検評価報告書 平成３～５年度 平成７年５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

医学教育研究白書　平成17年度～19年度 平成22年１月

北海道大学大学院医学研究科・医学部業績評価2000年～2004年 平成18年９月

北海道大学大学院医学研究科・医学部活動報告書2004 平成18年９月

北海道大学大学院医学研究科・医学部　研究活動　2002・2003 平成17年３月

北海道大学大学院医学研究科・医学部　研究活動　2000別冊 平成15年３月

北海道大学大学院医学研究科・医学部　研究活動　2001 平成15年３月

北海道大学大学院医学研究科・医学部　研究活動　2000 平成14年３月

北海道大学医学部（医学研究科）研究活動　1999 平成12年12月

北海道大学医学部研究活動 1998 平成12年３月

北海道大学医学部研究活動　－21世紀への視点－ 1997 平成11年３月

北海道大学医学部･大学院医学研究科 外部評価報告書－研究活動を中心に－ 平成10年３月

北海道大学医学部研究活動 －21世紀への視点－ 1996 平成10年３月

北海道大学医学部研究活動 －21世紀への視点－ 1995 平成９年２月

北海道大学医学部研究活動 －21世紀への視点－ 1994 平成８年６月

北海道大学医学部研究活動 －総括と展望－ 1993 平成７年２月

北海道大学医学部研究活動 －総括と展望－ 1992 平成７年２月

北海道大学医学部研究活動 －総括と展望－ 1991 平成５年７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

21世紀における歯学歯科医療の新たな展開のために　－自己点検評価報告書－ 平成15年２月

外部点検評価報告書 平成11年３月

新たな歯科教育と歯学研究への展開-歯学部の現状と展望- 平成10年３月

歯学：21世紀に向けて－点検評価報告書－(歯学部･歯学部附属病院) 平成７年３月

新しい世紀に向けて　自己点検・評価報告書 1998～2000 平成13年３月

現状と将来への展望 自己点検・評価報告書 1995～1997 平成10年３月

診療活動の現状と課題 英知と力を合わせて21世紀に向かって 平成７年３月

教育研究機能の強化を目指した歯科医療を展開するために 平成15年２月

外部点検評価報告書 平成11年３月

新たな歯科医療への展開-診療活動の現状と展望- 平成10年３月

歯学：21世紀に向けて－点検評価報告書－(歯学部･歯学部附属病院) 平成７年３月

The Japanese Journal of Veterinary Research(57-4) 平成22年２月

The Japanese Journal of Veterinary Research(57-3) 平成21年11月

The Japanese Journal of Veterinary Research(57-2) 平成21年８月

The Japanese Journal of Veterinary Research(57-1) 平成21年４月

The Japanese Journal of Veterinary Research(56-4) 平成21年２月

経済学研究科・経済学部

歯学研究科・歯学部

医学研究科・医学部

（医学部附属病院）

（歯学部附属病院）

4 ※（　）は、既に廃止されている部局
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The Japanese Journal of Veterinary Research(56-3) 平成20年11月

The Japanese Journal of Veterinary Research(56-2) 平成20年８月

5 ※（　）は、既に廃止されている部局
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The Japanese Journal of Veterinary Research(56-1) 平成20年５月

人獣共通感染症制圧のための研究開発　成果報告書　平成15年度～平成19年度 平成20年２月

Program of Excellence Zoonosis Control ACHIEVMENTS 2003-2007 平成20年２月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成14～16年度調査報告書 平成19年３月

The Japanese Journal of Veterinary Research(54-4) 平成19年２月

The Japanese Journal of Veterinary Research(54(2/3)) 平成18年11月

The Japanese Journal of Veterinary Research(54-1) 平成18年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(53(3/4/5)) 平成18年２月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成16年度調査報告 平成17年10月

The Japanese Journal of Veterinary Research(53(1/2)) 平成17年８月

The Japanese Journal of Veterinary Research(52-4) 平成17年２月

The Japanese Journal of Veterinary Research(52-3) 平成16年11月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成15年度調査報告 平成16年10月

The Japanese Journal of Veterinary Research(52-2) 平成16年８月

The Japanese Journal of Veterinary Research(52-1) 平成16年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(51（3/4）) 平成16年２月

北海道大学大学院獣医学研究科　研究活動評価報告 平成15年12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15年12月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成14年度調査報告 平成15年10月

The Japanese Journal of Veterinary Research(51-2) 平成15年８月

The Japanese Journal of Veterinary Research(51-1) 平成15年５月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成10～12年度のまとめ 平成15年３月

The Japanese Journal of Veterinary Research(50-4) 平成15年２月

The Japanese Journal of Veterinary Research(50-2,50-3) 平成14年11月

The Japanese Journal of Veterinary Research(50-1) 平成14年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(49-4) 平成14年２月

The Japanese Journal of Veterinary Research(49-3) 平成13年11月

The Japanese Journal of Veterinary Research(49-2) 平成13年８月

The Japanese Journal of Veterinary Research(49-1) 平成13年５月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成10～12年度調査報告書 平成13年３月

The Japanese Journal of Veterinary Research(48-1) 平成12年５月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成11年度調査報告書 平成12年３月

The Japanese Journal of Veterinary Research(47-1) 平成11年５月

北海道大学獣医学部学生による授業評価　平成10年度調査報告書 平成11年３月

外部評価報告書　－大学院重点化の目的はどこまで達成されつつあるのか－ 平成10年６月

自己点検評価報告書（第２号）　－大学院重点化の現状と問題点－ 平成10年６月

The Japanese Journal of Veterinary Research(46-1) 平成10年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(45-1) 平成９年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(44-1) 平成８年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(43-1) 平成７年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(42-1) 平成６年５月

21世紀の獣医学をめざして 北海道大学獣医学部自己点検評価報告書第１号(平成３年度-平成４年度) 平成５年10月

北海道大学獣医学部教官プロフィール 平成５年７月

The Japanese Journal of Veterinary Research(41-1) 平成５年５月

The Japanese Journal of Veterinary Research(40-1) 平成４年５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27年４月

獣医学研究科・獣医学部

6 ※（　）は、既に廃止されている部局
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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

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

annual report 2001 平成14年11月

annual report 2000 平成13年７月

平成17年研究業績 平成19年６月

平成16年研究業績 平成18年３月

北海道大学大学院水産科学研究院・水産科学院・水産学部　外部評価報告書 平成20年４月

北海道大学水産科学研究院・水産科学院・水産学部の現状と課題－自己点検評価報告書 平成19年３月

水産科学研究科・水産学部の現状と課題　外部評価報告書 平成15年３月

北海道大学水産科学研究科・水産学部の現状と課題－自己点検評価報告書 平成14年３月

北海道大学水産学部・水産学研究科　外部評価報告書 平成11年１月

北海道大学水産学部の現状と課題－自己点検評価報告書 平成10年３月

北海道大学水産学部の現状と課題－自己点検評価報告書 平成８年３月

北海道大学水産学部の現状と課題－自己点検評価報告書 平成６年３月

北海道大学水産学部における点検と評価 平成４年４月

大学院環境科学研究院年次報告書 平成26年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書 平成26年３月

環境科学院自己点検報告書 平成26年３月

地球環境科学研究院自己点検報告書 平成26年３月

大学院地球環境科学研究院年次報告書 平成25年３月

大学院環境科学院年次報告書 平成25年１月

地球環境を科学する　点検評価報告書　平成11年度～平成14年度 平成16年３月

地球環境を科学する　点検評価報告書　平成８年度～平成10年度 平成12年３月

地球環境変化の予測に向けて　外部評価報告書 平成11年３月

物質環境科学専攻　外部評価報告書 平成11年３月

地球環境を科学する－点検評価報告書－ 平成５年度～平成７年度 平成９年３月

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

理学研究科・理学部on-line年次報告書　－20世紀の外部評価を終えて－ 平成11年１月

化学専攻の外部評価 平成11年２月

数学専攻の外部評価 平成10年12月

（化学専攻外部評価資料　第２分冊：研究業績） 平成10年７月

（化学専攻外部評価資料　第１分冊：専攻の概要） 平成10年７月

（数学専攻外部評価資料） 平成10年５月

地球惑星科学専攻の外部評価 平成10年１月

物理学専攻の外部評価 平成10年１月

（地球惑星科学専攻外部評価資料） 平成９年６月

理学研究院・理学院・理学部

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

（国際広報メディア研究科）

情報科学研究科

水産科学院・水産科学研究院・
水産学部（水産科学研究科）

環境科学院・地球環境科学研究院
（地球環境科学研究科）

7 ※（　）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27年５月１日現在

（物理学専攻外部評価資料） 平成９年６月

生物科学専攻の外部評価 平成９年２月

（生物科学専攻外部評価資料） 平成８年６月

教官調査票(付録) 平成５年１月

理学への招待 北海道大学理学部ガイドブック 平成５年１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

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

外部評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と応用生命科学専攻について 平成15年１月

自己点検評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と応用生命科学専攻について 平成14年９月

外部評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と環境資源学専攻について 平成14年４月

自己点検評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と環境資源学専攻について 平成14年１月

外部評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と生物資源生産学専攻について 平成13年４月

自己点検評価報告書-大学院重点化の現状と問題点-全体計画と生物資源生産学専攻について 平成13年１月

農学の教育と研究 平成６年度～平成８年度　北海道大学農学部点検評価報告書 平成10年３月

北海道大学農学部の外部評価 平成８年４月

農学の教育と研究 平成３年度～平成５年度　北海道大学農学部点検評価報告書 平成７年３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

北海道大学薬学部自己評価書 平成22年３月

北海道大学大学院薬学研究科・薬学部外部点検評価報告書 平成19年２月

北海道大学大学院薬学研究科・薬学部外部点検評価報告書 平成14年３月

自己点検・外部評価報告書　1998 平成10年12月

点検評価報告書　1995 平成７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

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３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12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10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

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

北海道大学工学系教育研究センター平成20年度活動報告書および外部評価報告書 平成21年６月

北海道大学工学系教育研究センター平成19年度活動報告書および外部評価報告書 平成20年６月

北海道大学工学系教育研究センター平成18年度活動報告書および外部評価報告書 平成19年５月

北海道大学工学研究科・工学部の現況 平成16年３月

北海道大学大学院工学研究科社会工学系外部評価報告書 平成12年３月

　　　先端生命科学研究院・
　　　生命科学院

薬学研究院・薬学部
（薬学研究科）

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

農学院・農学研究院・
農学部（農学研究科）

8 ※（　）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27年５月１日現在

北海道大学大学院工学研究科・工学部の現況 平成12年３月

北海道大学大学院工学研究科物理工学系外部評価報告書 平成11年３月

北海道大学大学院工学研究科情報エレクトロニクス系外部評価報告書 平成10年３月

北海道大学工学部材料･化学系(物質工学専攻,分子化学専攻) 外部評価報告書 平成９年６月

北海道大学工学部の現況 平成９年３月

北海道大学工学部の現況 平成５年６月

北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター年報　第３号 平成19年９月

北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター年報　第２号 平成18年８月

北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター年報　第１号 平成17年５月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第10号 平成16年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第９号 平成15年４月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第８号 平成14年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第７号 平成13年３月

マルチビーム超高圧電子顕微鏡実験施設外部評価報告書 平成13年１月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター外部評価報告書 平成13年１月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第６号 平成12年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第５号 平成11年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第４号 平成10年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第３号 平成９年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第２号 平成８年３月

北海道大学エネルギー先端工学研究センター年報　第１号 平成７年５月

総合化学院 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４月

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 2009 平成22年３月

北海道大学大学院公共政策学連携研究部・教育部　自己点検評価書 平成21年 ６月

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 平成19年12月

北海道大学大学院公共政策学連携研究部・教育部　自己点検評価書 平成19年６月

教育研究・組織運営実績（実践）報告書 平成17年３月

外部評価報告書 平成12年11月

ことばでさぐり ことばでつなぐ　北海道大学言語文化部点検評価報告書 ｎｏ．２ 平成10年２月

ロゴス－しなやかな文化の懸け橋　北海道大学言語文化部点検評価報告書 ｎｏ．１ 平成７年２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８月

年報2009 平成21年８月

年報2008 平成20年７月

年報2007 平成19年９月

北海道大学低温科学研究所外部点検評価報告書（2006） 平成19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18年10月

年報2006 平成18年10月

年報2005 平成17年12月

年報2004 平成17年１月

  工学研究院　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）

公共政策学連携研究部・教育部

（言語文化部）

9 ※（　）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27年５月１日現在

年報2003 平成16年３月

年報2002 平成14年９月
低温科学研究所

10 ※（　）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27年５月１日現在

寒冷圏における大気－雪氷－植生相互作用の解明－北海道大学低温科学研究所研究プロジェクトと外部評価－ 平成14年３月

年報2001 平成13年10月

北海道大学低温科学研究所外部評価報告書(2000) 平成13年３月

年報2000 平成13年２月

附属流氷研究施設外部評価報告書 平成11年３月

雪崩事業費による研究の経緯と成果　外部点検評価報告書 平成11年３月

年報1999 平成12年２月

年報1998 平成11年１月

外部点検評価報告書 平成10年３月

オホーツク海と周辺陸域における大気-海洋-雪氷圏相互作用-coeプロジェクトと外部評価(ⅱ)- 平成10年３月

オホーツク海と周辺陸域における大気-海洋-雪氷圏相互作用-coeプロジェクトと外部評価- 平成９年３月

年報1997 平成９年12月

年報1996 平成８年10月

年報1995 平成８年２月

年報1994 平成７年２月

年報1993 平成６年２月

年報1992 平成５年２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

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成20年度 平成22年３月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成19年度 平成21年３月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成15年度～平成18年度－点検評価報告書－ 平成20年３月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成17年度 平成19年３月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成16年度 平成18年４月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成15年度 平成17年３月

国立大学法人北海道大学電子科学研究所外部評価報告書 平成16年５月

研究活動　北海道大学電子科学研究所　平成９年度－14年度 点検評価報告書 平成16年３月

研究活動 北海道大学電子科学研究所 平成13年度 平成14年11月

研究活動 北海道大学電子科学研究所 平成11年度－12年度 平成13年11月

研究活動 北海道大学電子科学研究所 平成９年度－10年度 平成11年10月

北海道大学電子科学研究所 外部評価報告書 平成10年３月

研究活動 北海道大学電子科学研究所 平成７年度－８年度 平成９年９月

研究活動 北海道大学電子科学研究所 平成４年度－６年度 平成７年３月

北海道大学電子科学研究所要覧 平成５－６年 平成５年12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

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成21年３月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成20年３月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成19年３月

電子科学研究所

低温科学研究所

11 ※（　）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27年５月１日現在

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成18年３月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成17年３月

12 ※（　）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27年５月１日現在

北海道大学遺伝子病制御研究所　外部評価報告書 平成16年３月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成16年２月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成15年３月

collected papers from institute for genetic medicine hokkaido university vol.2 平成13年12月

北海道大学遺伝子病制御研究所年報 平成13年12月

collected papers from institute for genetic medicine hokkaido university vol.1 平成13年３月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成12年12月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成11年11月

collected papers of inst. immunological science 21 平成11年11月

外部点検評価報告書 北海道大学免疫科学研究所 1998～1999 平成11年５月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成10年12月

collected papers of inst. immunological science 20 平成10年11月

北海道大学免疫科学研究所 北海道大学医学部附属癌研究施設外部評価報告書 平成10年３月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成10年２月

collected papers of inst. immunological science 19 平成９年10月

collected papers of inst. immunological science 18 平成８年11月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成８年９月

北海道大学免疫科学研究所外部評価実施報告書 平成８年３月

北海道大学免疫科学研究所の外部評価 平成８年３月

collected papers of inst. immunological science 17 平成７年９月

北海道大学免疫科学研究所年報 平成７年９月

collected papers of inst. immunological science 16 平成６年10月

北海道大学免疫科学研究所 研究活動のまとめ 1988-1992 平成６年３月

collected papers of inst. immunological science 15 平成６年１月

「研究業績のまとめ」ⅱ 1989-1993 平成５年９月

collected papers of inst. immunological science 14 平成４年12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

北海道大学触媒化学研究センター年報　第20号 平成21年９月

北海道大学触媒化学研究センター外部点検評価報告書 平成21年３月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第19号 平成20年12月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第18号 平成19年９月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第17号 平成18年９月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第16号 平成18年３月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第15号 平成17年３月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第14号 平成15年10月

北海道大学触媒化学研究センター外部点検評価報告書 平成15年３月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第13号 平成14年11月

annual report №13 平成14年11月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第12号 平成13年11月

annual report №12 平成13年11月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第11号 平成12年11月

遺伝子病制御研究所
（免疫科学研究所）

触媒化学研究センター

13 ※（　）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27年５月１日現在

annual report №11 平成12年７月

14 ※（　）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27年５月１日現在

北海道大学触媒化学研究センター年報 第10号 平成11年８月

annual report №10 平成11年７月

annual report №９ 平成10年７月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第９号 平成10年５月

annual report №８ 平成９年７月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第８号 平成９年５月

北海道大学触媒化学研究センター外部点検評価報告書 平成９年１月

annual report №７ 平成８年５月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第７号 平成８年５月

annual report №６ 平成７年５月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第６号 平成７年５月

北海道大学触媒化学研究センター年報 ５年の歩み 平成６年７月

annual report №５ 平成６年５月

北海道大学触媒化学研究センター年報 第５号 平成６年５月

スラブ・ユーラシア研究センターを研究する（外部評価）no.７ 平成26年８月

スラブ研究センターを研究する no.６ 平成18年３月

スラブ研究センターを研究する（研究員自己評価）no.６ 平成14年３月

スラブ研究センターを研究する（資料集）no.４-２ 平成12年３月

スラブ研究センターを研究する（外部評価）no.４-１ 平成12年３月

スラブ研究センターを研究する〈外部評価特集〉no.３ 平成９年６月

スラブ研究センターを研究する no.２ 平成８年３月

スラブ研究センターを研究する no.１ 平成６年３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

情報基盤センター年報　平成20年度 平成22年２月

情報基盤センター年報　平成19年度 平成21年１月

情報基盤センター年報　平成18年度 平成20年３月

北海道大学情報基盤センター外部評価報告書 平成19年３月

情報基盤センター年報　平成17年度 平成19年２月

情報基盤センター年報　平成16年度 平成18年３月

情報基盤センター年報　平成15年度 平成17年３月

technical report no.23 2002 平成14年１月

technical report no.22 2001 平成13年２月

technical report no.21 2000 平成12年２月

北海道大学大型計算機センター外部評価報告書 平成11年12月

technical report no.20 1998 平成11年３月

technical report no.19 1997 平成10年３月

technical report no.18 1996 平成８年12月

technical report no.17 1995 平成８年１月

technical report no.16 1994 平成６年９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

情報基盤センター
（大型計算機センター）

スラブ・ユーラシア研究センター

15 ※（　）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27年５月１日現在

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７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

センター年報　2008 平成21年４月

16 ※（　）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27年５月１日現在

研究業績表題一覧　９ 平成21年２月

センター年報　2007 平成20年４月

センター年報　2006 平成19年４月

センター年報　2005 平成18年４月

研究業績表題一覧　８ 平成18年２月

センター年報　2004 平成17年６月

研究業績表題一覧　７ 平成15年２月

研究業績表題一覧　６ 平成10年１月

北海道大学アイソトープ総合センター 現状と課題 平成６年12月

研究業績表題一覧　５ 平成６年９月

（機器分析センター） 北海道大学機器分析センター報 点検評価特集号 平成７年３月

（実験生物センター） 北海道大学実験生物センター自己点検･評価報告書 第１号 (利用研究業績及びセンター関連規約) 平成７年３月

北海道大学遺伝子実験施設　活動利用報告書（平成11年度） 平成13年３月

北海道大学遺伝子実験施設　活動利用報告書（平成10年度） 平成12年３月

北海道大学遺伝子実験施設　概要 平成11年３月

北海道大学遺伝子実験施設　活動利用報告書（平成９年度） 平成11年２月

research center for molecular genetics 1991-1993 平成７年３月

北海道大学留学生センター年報第14号 平成18年３月

北海道大学留学生センター年報第13号 平成17年３月

北海道大学留学生センター年報第12号 平成16年３月

北海道大学留学生センター年報第11号 平成15年３月

北海道大学留学生センター年報第10号 平成14年３月

北海道大学留学生センター外部評価報告書 平成14年３月

北海道大学留学生センター年報第９号 平成13年３月

平成10年度～平成12年度北海道大学留学生センター点検評価報告書「柔軟性と変化の時代のために」 平成13年３月

北海道大学留学生センター年報第８号 平成12年３月

北海道大学留学生センター年報第７号 平成11年３月

平成７年度～平成９年度北海道大学留学生センター点検評価報告書 ｢ボーダレスの21世紀を目指して｣ 平成10年３月

平成４年度～平成６年度北海道大学留学生センター点検評価報告書｢北大キャンパスの国際化を目指して｣ 平成７年３月

北海道大学高等教育機能開発総合センター外部評価報告書 平成14年度～平成18年度 平成21年３月

北海道大学高等教育機能開発総合センター点検評価報告書 平成14年度～平成18年度 平成20年３月

北海道大学高等教育機能開発総合センター外部評価報告書 平成16年３月

北海道大学高等教育機能開発総合センター点検評価報告書 平成10年度～平成13年度 平成15年３月

より良き高等教育を求めて　-現状と課題，そして展望　-北海道大学高等教育機能開発総合センター点検評価報告書 平成11年３月

（教養部） (北海道大学教養部点検評価報告書 平成４年度-平成７年度) 平成７年３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

北海道大学総合博物館研究報告書「中世日本列島北部－サハリンにおける民族の形成過程の解明」 平成20年３月

北海道大学総合博物館マテリアルレポート「原松次寄贈標本カタログ」 平成20年３月

北海道大学総合博物館点検評価報告書 平成19年７月

北海道大学総合博物館研究紀要　第２号 biodiversity and biogeography of the kuril islands and sakhalin, volume2 平成18年３月

北海道大学総合博物館外部点検評価報告書 平成17年１月

北海道大学総合博物館研究紀要　第２号 biodiversity and biogeography of the kuril islands and sakhalin, volume1 平成16年２月

北海道大学総合博物館研究紀要　第１号 平成15年３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

アイソトープ総合センター

（遺伝子実験施設）

留学生センター

（高等教育機能開発総合センター）

総合博物館

17 ※（　）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27年５月１日現在

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

量子集積エレクトロニクス研究　第８巻 平成21年５月

量子集積エレクトロニクス研究　第７巻 平成20年５月

量子集積エレクトロニクス研究　第６巻 平成19年５月

量子集積エレクトロニクス研究　第５巻 平成18年５月

平成16年研究業績 平成18年３月

量子集積エレクトロニクス研究　第４巻 平成17年６月

量子集積エレクトロニクス研究　第３巻 平成16年３月

量子集積エレクトロニクス研究　第２巻 平成15年３月

量子集積エレクトロニクス研究　第１巻 平成14年８月

量子界面エレクトロニクス研究  第７巻 平成13年３月

量子界面エレクトロニクス研究  第６巻 平成12年３月

北海道大学量子界面エレクトロニクス研究センター外部評価報告書 平成11年８月

量子界面エレクトロニクス研究  第５巻 平成11年３月

量子界面エレクトロニクス研究  第４巻 平成10年３月

量子界面エレクトロニクス研究  第３巻 平成９年３月

量子界面エレクトロニクス研究  第２巻 平成８年３月

量子界面エレクトロニクス研究  第１巻 平成６年12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

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19年度） 平成21年３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18年度） 平成20年３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17年度） 平成19年３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16年度） 平成18年３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17年３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15年度） 平成17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14年度） 平成16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13年度） 平成15年２月

  （北ユーラシア・北太平洋地域
   研究センター） 北海道大学北ユーラシア・北太平洋地域研究センター外部点検評価報告書 平成16年10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

北海道大学脳科学研究教育センター外部評価報告書／自己点検報告書 平成19年１月

北海道大学創成科学共同研究機構研究支援部技術室（実験生物分野）活動・利用報告書2007 平成20年３月

北海道大学創成科学共同研究機構研究支援部技術室（実験生物分野）活動・利用報告書2006 平成19年３月

北海道大学創成科学共同研究機構研究支援部技術室（実験生物分野）活動・利用報告書2005 平成18年３月

北海道大学創成科学共同研究機構研究支援部技術室（遺伝子実験分野）活動・利用報告書2005 平成17年12月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（実験生物分野）活動・利用報告書2004 平成17年２月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（遺伝子実験分野）活動・利用報告書2004 平成16年９月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（実験生物分野）活動・利用報告書2003 平成16年９月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（遺伝子実験分野）活動・利用報告書2003 平成15年10月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（遺伝子実験分野）活動・利用報告書2002 平成15年９月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（実験生物分野）活動・利用報告書2002 平成15年８月

業績集　平成13年～平成14年 平成14年12月

北海道大学先端科学技術共同研究センター研究支援室（遺伝子実験分野）活動・利用報告書2001 平成14年１月

  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）

脳科学研究教育センター

創成研究機構
　（創成科学共同研究機構，

　先端科学技術共同研究センター）

北方生物圏フィールド
科学センター

18 ※（　）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27年５月１日現在

業績集　平成11年～平成12年 平成13年９月

外部評価報告書 平成12年３月

19 ※（　）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27年５月１日現在

業績集　平成８年～平成10年 平成11年９月

保健センター年報　2011（2007～2010年度） 平成24年４月

保健管理センター年報　2007(2005・2006年度) 平成20年３月

保健管理センター年報　2005年 平成18年11月

北海道大学保健管理センター点検評価報告書　2004 平成17年３月

事業報告（平成15年度） 平成17年３月

事業報告（平成14年度） 平成17年３月

保健管理センター年報　2003年 平成17年３月

保健管理センター年報　2002年 平成16年５月

事業報告（平成13年度） 平成15年３月

事業報告（平成12年度） 平成15年３月

保健管理センター年報　2001年 平成15年３月

保健管理センター年報　2000年 平成13年８月

事業報告（平成11年度） 平成13年３月

北海道大学保健管理センター点検評価報告書 平成12年11月

事業報告（平成10年度） 平成12年３月

保健管理センター年報　1999年 平成12年３月

事業報告（平成９年度） 平成11年３月

保健管理センター年報　1998年 平成11年３月

北海道大学保健管理センター点検評価報告書 平成10年９月

事業報告（平成８年度） 平成10年３月

保健管理センター年報　1997年 平成10年３月

事業報告（平成７年度） 平成９年３月

保健管理センター年報　1996年 平成９年３月

事業報告（平成６年度） 平成８年３月

保健管理センター年報　1995年 平成８年３月

北海道大学保健管理センター自己点検・評価報告書 平成７年６月

保健管理センター年報　1994年 平成７年３月

保健管理センター年報　1993年 平成６年３月

保健管理センター年報　1992年 平成５年３月

保健管理センター年報　1991年 平成４年３月

北海道大学体育指導センター年報 第16号　2004年 平成17年２月

北海道大学体育指導センター年報 第14-15号　2002-3年 平成16年１月

北海道大学体育指導センター年報 第13号　2001年 平成13年９月

北海道大学体育指導センター年報 第12号　2000年 平成13年３月

北海道大学体育指導センター年報 第11号　1999年 平成12年３月

北海道大学体育指導センター年報 第10号　1998年 平成11年３月

北海道大学体育指導センター年報 第９号　1997年 平成10年３月

北海道大学体育指導センター年報 第８号　1996年 平成９年３月

北海道大学体育指導センター年報 第７号　1995年 平成８年３月

北海道大学体育指導センター年報 第６号　1994年 平成７年３月

北海道大学医療技術短期大学部自己点検評価・外部評価報告書 平成13年３月

明日の医療技術を目指して　－北海道大学医療技術短期大学部の現状と課題－ 平成８年８月

明日の医療技術を目指して　－北海道大学医療技術短期大学部の現状と課題－ 平成７年３月

明日の医療技術を目指して　－北海道大学医療技術短期大学部の現状と課題－ 平成５年12月

（医療技術短期大学部）

保健センター

（体育指導センター）

20 ※（　）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27年５月１日現在

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2010年度自己点検評価 平成23年２月

北海道大学社会科学実験センター自己点検評価（2009年度） 平成22年３月

情報法政策学研究センター 情報法政策学研究センター自己点検評価報告書 平成22年１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

環境ナノ・バイオ工学研究センター 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

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

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23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

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

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「アイヌ語調査資料のデータベース化に関する基礎研究(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

アイヌ・先住民研究センター

社会科学実験研究センター

観光学高等研究センター

数学連携研究センター

環境健康科学研究教育センター

人獣共通感染症リサーチセンター

大学文書館

21 ※（　）は、既に廃止されている部局


