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令和元年度広島大学秋季入学式及び森戸国際高等教育学院 

3+1 プログラムの開講式の挙行について 

 

 

令和元年度広島大学秋季入学式及び森戸国際高等教育学院３+１プログラムの開講

式を下記のとおり挙行いたしますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

【秋季入学式】 

   日 時 令和元年１０月１日（火）午前１１時 開式 

   場 所 広島大学サタケメモリアルホール 

        （東広島市鏡山一丁目２‐２） 

   式次第   一、開式の辞 

         一、国歌演奏 

一、広島大学大学院入学許可宣言 

         一、学長式辞 

         一、広島大学歌合唱 

一、閉式の辞 

   入学者数 （別紙のとおり） 

 

【森戸国際高等教育学院３+１プログラム開講式】 

   日 時 令和元年１０月１日（火）午前１１時４５分 開式 

   場 所 広島大学大学院教育学研究科 Ｋ棟２０１講義室 

        （東広島市鏡山一丁目１‐１） 

   式次第   一、開式の辞 

         一、広島大学森戸国際高等教育学院 3+1 プログラム受講許可宣言 

一、学長式辞 

一、来賓祝辞（挨拶） 

一、閉式の辞 

   プログラム学生数 （別紙のとおり） 

 

※森戸国際高等教育学院３＋１プログラム 

 海外の大学で３年次または２年次までの課程を修了した学生を特

別聴講学生として本学に受け入れ、専門教育や派遣元大学に提出す

る卒業論文の指導などの教育を行う。 

 

 

 

 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-6131 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



 
【お問い合わせ先】 

（秋季入学式に関するお問い合わせ先） 

広島大学財務・総務室財務・総務部総務グループ 担当：久保田 

Tel：082-424-6032 FAX：082-424-6020 

E-mail：soumu@office.hiroshima-u.ac.jp 

 

（3+1プログラム開講式に関するお問い合わせ先） 

広島大学国際室国際部国際交流グループ 担当：中本  

Tel：082-424-6184 FAX：082-424-4545 

E-mail：kokusai-sien@office.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 ４枚（本票含む） 



※上段◎印は，外国人留学生で内数

計 男 女
◎ 15 (6) (9)

17 (7) (10)
◎ 25 (10) (15)

25 (10) (15)
0 (0) (0)
0 (0) (0)

◎ 31 (7) (24)
33 (8) (25)

◎ 2 (2) (0)
2 (2) (0)

◎ 1 (1) (0)
1 (1) (0)

◎ 31 (23) (8)
35 (27) (8)

◎ 69 (41) (28)
74 (44) (30)

◎ 10 (6) (4)
11 (7) (4)

◎ 6 (4) (2)
7 (4) (3)

◎ 190 (100) (90)
205 (110) (95)

◎ 4 (3) (1)
6 (3) (3)

◎ 7 (6) (1)
7 (6) (1)
0 (0) (0)
2 (2) (0)
0 (0) (0)
1 (1) (0)

◎ 12 (9) (3)
14 (11) (3)

◎ 1 (1) (0)
1 (1) (0)

◎ 23 (19) (4)
31 (28) (4)

◎ 16 (10) (6)
23 (13) (10)

◎ 9 (5) (4)
16 (11) (5)

◎ 5 (3) (2)
6 (3) (3)

◎ 77 (56) (21)
107 (79) (29)

◎ 4 (3) (1)
12 (8) (4)

◎ 4 (3) (1)
12 (8) (4)

教育学研究科 (0)
（教職大学院） (0)

(0)
(0)

0 (0) (0)
0 (0) (0)

◎ 271 (159) (112)
324 (197) (128)

国際協力研究科 博士課程後期

統合生命科学研究科 博士課程後期

小計

法務研究科
（法科大学院）

専門職学位課程

医系科学研究科 博士課程

小計

工学研究科 博士課程後期

合計

医系科学研究科 博士課程後期

専門職学位課程

小計

社会科学研究科 博士課程後期

理学研究科 博士課程後期

先端物質科学研究科 博士課程後期

小計

総合科学研究科 博士課程後期

文学研究科 博士課程後期

教育学研究科 博士課程後期

先端物質科学研究科 博士課程前期

医系科学研究科 博士課程前期

工学研究科 博士課程前期

統合生命科学研究科 博士課程前期

国際協力研究科 博士課程前期

博士課程前期

教育学研究科 博士課程前期

社会科学研究科 博士課程前期

理学研究科 博士課程前期

文学研究科

令和元年10月　広島大学大学院入学者数（進学者を含む）

研究科名 課程
入学者数

総合科学研究科 博士課程前期



令和元年度10月　広島大学森戸国際高等教育学院3+1プログラム学生

学部名

（4年）　26

（3年）　3

（4年）　40

（3年）　9

（4年）　37

（3年）　13

（4年）　14

（3年）　0

（4年）　7

（3年）　0

（4年）　1

（3年）　0

（4年）　6

（3年）　0

（4年）　2

（3年）　1

（4年）　133

（3年）　26

情報科学部

法学部

経済学部

総合科学部

文学部

教育学部

令和元年度

29

49

50

14

7

6

3

159

薬学部 1

合計

工学部


