別表（学部の学科、研究科の専攻）平成２１年度
文学部

人文学科

６６０人

人間科学部

人間科学科

５４０人

外国語学部

外国語学科

２９３０人

法学部

法学科 ７００人
国際公共政策学科

１６０人

経済学部

経済・経営学科

理学部

数学科 １８８人
物理学科 ３０４人
化学科 ３０８人
生物科学科 １６０人

医学部

医学科

歯学部

９００人

５８５人
（うち医師養成に係る分野
保健学科 ６８０人
歯学科

５８５人）

３８０人
（うち歯科医師養成に係る分野

薬学部

薬学科 １００人
薬科学科 ２２０人

工学部

応用自然科学科 ８６８人
応用理工学科 ９９２人
地球総合工学科 ４７２人
電子情報工学科 ６４８人
環境・エネルギー工学科 ３００人

基礎工学部

電子物理科学科 ３９６人
化学応用科学科 ３３６人
システム科学科 ６７６人
情報科学科 ３０２人

文学研究科

文化形態論専攻
文化表現論専攻
文化動態論専攻

人間科学研究科

人間科学専攻

法学研究科

法学・政治学専攻

３８０人）

１３６人
うち博士課程（前期）７６人
博士課程（後期）６０人
１３７人
うち博士課程（前期）７４人
博士課程（後期）６３人
３８人
（うち修士課程 ３８人）

２４６人
うち博士課程（前期）１４０人
博士課程（後期）１０６人
グローバル人間学専攻 ５４人
うち博士課程（前期）３８人
博士課程（後期）１６人
１０６人
うち博士課程（前期）７０人
博士課程（後期）３６人
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経済学研究科

経済学専攻

８４人
うち博士課程（前期）４８人
博士課程（後期）３６人
政策専攻 ７６人
うち博士課程（前期）５２人
博士課程（後期）２４人
経営学系専攻 ８１人
うち博士課程（前期）６６人
博士課程（後期）１５人

理学研究科

数学専攻

１１２人
うち博士課程（前期）６４人
博士課程（後期）４８人
物理学専攻 ２３５人
うち博士課程（前期）１３６人
博士課程（後期） ９９人
化学専攻 ２１０人
うち博士課程（前期）１２０人
博士課程（後期） ９０人
生物科学専攻 １７７人
うち博士課程（前期）１０８人
博士課程（後期） ６９人
高分子科学専攻 ８１人
うち博士課程（前期）４８人
博士課程（後期）３３人
宇宙地球科学専攻 ９５人
うち博士課程（前期）５６人
博士課程（後期）３９人

医学系研究科

生体生理医学専攻

９２人
（うち博士課程 ９２人）
病態制御医学専攻 １１２人
（うち博士課程 １１２人）
予防環境医学専攻 ２００人
（うち博士課程 ２００人）
内科系臨床医学専攻 １４４人
（うち博士課程 １４４人）
外科系臨床医学専攻 １４０人
（うち博士課程 １４０人）
医科学専攻 ４０人
（うち修士課程 ４０人）
保健学専攻 １６１人
うち博士課程（前期）９２人
博士課程（後期）６９人

歯学研究科

統合機能口腔科学専攻
分子病態口腔科学専攻

薬学研究科

分子薬科学専攻

１２４人
（うち博士課程 １２４人）
９６人
（うち博士課程 ９６人）

７６人
うち博士課程（前期）４６人
博士課程（後期）３０人
応用医療薬科学専攻 １０２人
うち博士課程（前期）６０人
博士課程（後期）４２人
生命情報環境科学専攻 ５８人
うち博士課程（前期）３４人
博士課程（後期）２４人
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工学研究科

生命先端工学専攻

１８４人
うち博士課程（前期）１３０人
博士課程（後期）５４人
応用化学専攻 １７０人
うち博士課程（前期）１０４人
博士課程（後期）６６人
精密科学・応用物理学専攻 １２６人
うち博士課程（前期）７８人
博士課程（後期）４８人
知能・機能創成工学専攻 ７８人
うち博士課程（前期）６０人
博士課程（後期）１８人
機械工学専攻 １７３人
うち博士課程（前期）１１０人
博士課程（後期） ６３人
マテリアル生産科学専攻 ２２０人
うち博士課程（前期）１３６人
博士課程（後期） ８４人
電気電子情報工学専攻 ２７５人
うち博士課程（前期）１８２人
博士課程（後期） ９３人
環境・エネルギー工学専攻 １２９人
うち博士課程（前期）８４人
博士課程（後期）４５人
地球総合工学専攻 ２０３人
うち博士課程（前期）１３４人
博士課程（後期） ６９人
ビジネスエンジニアリング専攻

７８人
うち博士課程（前期）６６人
博士課程（後期）１２人

基礎工学研究科

物質創成専攻

２６７人
うち博士課程（前期）１７４人
博士課程（後期） ９３人
機能創成専攻 １３５人
うち博士課程（前期）９０人
博士課程（後期）４５人
システム創成専攻 ２１８人
うち博士課程（前期）１４６人
博士課程（後期） ７２人

言語文化研究科

言語文化学専攻
言語文化専攻
言語社会専攻

国際公共政策研究科

３２人
うち博士課程（後期） ３２人
９４人
うち博士課程（前期）６４人
博士課程（後期）３０人
９６人
うち博士課程（前期）７０人
博士課程（後期）２６人

国際公共政策専攻
比較公共政策専攻

情報科学研究科

情報基礎数学専攻

７１人
うち博士課程（前期）３８人
博士課程（後期）３３人
６２人
うち博士課程（前期）３２人
博士課程（後期）３０人
５１人
うち博士課程（前期）３０人
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博士課程（後期）２１人
４３人
うち博士課程（前期）２８人
博士課程（後期）１５人
コンピュータサイエンス専攻 ４９人
うち博士課程（前期）３４人
博士課程（後期）１５人
情報システム工学専攻 ５４人
うち博士課程（前期）３６人
博士課程（後期）１８人
情報ネットワーク学専攻 ６１人
うち博士課程（前期）４０人
博士課程（後期）２１人
マルチメディア工学専攻 ６１人
うち博士課程（前期）４０人
博士課程（後期）２１人
バイオ情報工学専攻 ５２人
うち博士課程（前期）３４人
博士課程（後期）１８人

情報数理学専攻

生命機能研究科

生命機能専攻

高等司法研究科

法務専攻

大阪大学・金沢大学
・浜松医科大学連合小
児発達学研究科

２７５人
（うち博士課程 ２７５人）

３００人
（うち法科大学院の課程 ３００人）

小児発達学専攻 １０人
（うち博士課程（後期）１０人）
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