
※上段◎印は，外国人留学生で内数※上段◎印は，外国人留学生で内数※上段◎印は，外国人留学生で内数※上段◎印は，外国人留学生で内数

フ  リ  ガ  ナ

計 男 女 筆頭者氏名
◎ 20 (8) (12) ハラ　ノリコ

67 (31) (36) 原　徳子
◎ 16 (6) (10) アキヤマ　イツコ

50 (23) (27) 秋山　慈子
◎ 19 (1) (18) フジナカ　トシキ

178 (90) (88) 藤中　俊樹
◎ 22 (10) (12) ﾄｸﾔﾏ　ﾅﾕﾀ

53 (32) (21) 徳山　那由他
0 (0) (0) オダ　リョウヤ

141 (109) (32) 小田　凌也
◎ 2 (2) (0) コサカ　ヤスフミ

73 (59) (14) 小坂　康文
0 (0) (0) ミノダ　メモリ

63 (31) (32) 蓑田　芽萌理
◎ 15 (12) (3) イイオ　タカアキ

287 (271) (16) 飯尾　崇晃
◎ 4 (3) (1) アオト　ユウスケ

94 (68) (26) 青戸　佑介
◎ 23 (13) (10) フカミ　ユタカ

54 (29) (25) 深水　大
◎ 121 (55) (66)

1060 (743) (317)
◎ 4 (2) (2) ムカイ　ヒデフミ

17 (14) (3) 向井　秀文
◎ 3 (0) (3) シゲマツ　エリ

10 (5) (5) 重松　恵梨
◎ 8 (3) (5) ヤマネ　オサム

53 (27) (26) 山根　治
◎ 1 (0) (1) ｽｽﾞｷ　ﾋｻｵ

14 (9) (5) 鈴木　久夫
◎ 2 (2) (0) ナカガワ　トモユキ

21 (18) (3) 中川　智之
◎ 7 (3) (4) ハヤシ　キョウスケ

13 (8) (5) 林　慶介
◎ 2 (0) (2) ナガシマ　カズミ

25 (9) (16) 長島　佳純
◎ 15 (13) (2) コジマ　ユウト

25 (23) (2) 小島　祐人
◎ 8 (6) (2) イトウ　ナオヤ

22 (16) (6) 伊藤　直弥
◎ 5 (2) (3) レー　ティウン　ドン

7 (4) (3) LE THUAN DONG
◎ 55 (31) (24)

207 (133) (74)
◎ 1 (1) (0) ムラカワ　セイヤ

15 (10) (5) 村川　青矢
◎ 1 (1) (0)

15 (10) (5)
◎ 2 (0) (2) ウエダ　ダイスケ

91 (64) (27) 上田　大介
◎ 2 (0) (2)

91 (64) (27)

0 (0) (0) ナカムラ　レイコ
13 (5) (8) 中村　　麗子
0 (0) (0)

13 (5) (8)
◎ 179 (87) (92)

1386 (955) (431)
合計

医歯薬保健学研究科 博士課程

小計

法務研究科 専門職学位課程

小計

国際協力研究科 博士課程後期

小計

医歯薬保健学研究科 修士課程

小計

医歯薬保健学研究科 博士課程後期

工学研究科 博士課程後期

生物圏科学研究科 博士課程後期

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

工学研究科 博士課程前期

生物圏科学研究科 博士課程前期

国際協力研究科 博士課程前期

理学研究科 博士課程前期

先端物質科学研究科 博士課程前期

医歯薬保健学研究科 博士課程前期

文学研究科 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

平成27年4月　広島大学大学院入学者数（進学者含む）

研究科名 課程
入学者数

総合科学研究科 博士課程前期


