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平成１７年度広島大学秋季入学式について

  報道機関各位

平成１７年９月３０日 

国立大学法人 広島大学 

情報化推進部広報課長 

平成１７年度広島大学秋季入学式について

 
　このことについて、下記のとおり実施しますのでご案内いたします。 

　なお、学長訓示については、当日会場でお渡しします。

記

日時　平成１７年１０月３日（月）１１：００開式 

場所　広島大学本部棟　４Ｆ会議室 

　　　東広島市鏡山１−３−２ 

式次第 

　　　一、開式の辞 

　　　一、国歌演奏 

　　　一、広島大学入学許可宣言 

　　　一、広島大学大学院入学許可宣言 

　　　一、学長訓示 

　　　一、閉式の辞

入学者数（別ページ）

 

【お問い合わせ先】 

広島大学総務部総務グループ主査　木船 

TEL：０８２−４２４−６０１６ 
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平成１７年１０月入学　志願者・合格者・入学者一覧

 

博士課程前期 博士課程後期・博士課程

志願

者

フェニックス

（内数）

合格

者

フェニックス

（内数）

入学

者

フェニック

ス（内数）

志願

者

フェニック

ス（内数）

合格

者

フェニック

ス（内数）

入学

者

フェニ

ックス

（内

数）

文学研究科 19(13) 2(1) 15(11) 1(0) 14(10) 1(0) 2(2) − 2(2) − 2(2) −

教育学研究

科
15(9) − 5(3) − 5(3) − − − − − − −

社会科学研

究科
5(1) 0(0) 2(1) 0(0) 2(1) 0(0) 1(1) − 1(1) − 1(1) −

理学研究科 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 2(0) − 2(0) − 2(0) −

先端物質科

学研究科
1(0) − 1(0) − 1(0) − 2(0) − 2(0) − 2(0) −

工学研究科 − − − − − − 19(2) − 18(2) − 18(2) −

生物圏科学

研究科
3(2) 0(0) 1(1) 0(0) 1(1) 0(0) 7(2) − 7(2) − 7(2) −

医歯薬学総

合研究科
0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 12(5) 0(0) 12(5) 0(0) 12(5) 0(0)

国際協力研

究科
35(15) 0(0) 29(11) 0(0) 27(10) 0(0) 10(5) 0(0) 8(3) 0(0) 8(3) 0(0)

計 78(40) 2(1) 53(27) 1(0) 50(25) 1(0) 55(17) 0(0) 52(15) 0(0) 52(15) 0(0)

 
学部編入学

志願者 合格者 入学者

歯学部 17(7) 6(2) 5(2)

※( )内は女子で内数
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