
別紙様式１

○専門教育に関する具体的目標の設定 ○専門教育に関する具体的目標の設定

8 8 会計大学院設置に伴う変更

33 33 会計大学院設置に伴う変更

166 166 会計大学院設置に伴う変更

別表（収容定員） 別表（収容定員）

文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６５０人 法学部　　　　　６５０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　　　８８８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　　　８８８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３４５人（うち歯科医師養成に係る分野３４５人） 歯学部　　　　　３４５人（うち歯科医師養成に係る分野３４５人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２７５人 工学部　　　３，２７５人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人　うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４１人　うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４１人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６１人

国立大学法人東北大学の中期計画新旧対照表

【大学院課程及び専門職大学院教育】
○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべ
き措置

　法科大学院・公共政策大学院・会計大学院の専門職大学院におい
て、社会の多様な変化に対応できる高度専門職業人の養成を行う。

【大学院課程教育】

（２）教育内容等に関する目標を達成するための措置

Ⅰ　大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべ
き措置

１　教育に関する目標を達成するための措置
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現　　　　　　行

　平成16年度から法学研究科に総合法制専攻（法科大学院）及び公共
法政策専攻（専門職大学院）を、歯学研究科に歯科学専攻修士課程を
設置し、それぞれ「法務博士（専門職）」、「公共法政策修士（専門
職）」及び「修士（口腔科学）」を授与する。

○教育研究組織の見直しの方向性

２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき
措置

　法科大学院・公共政策大学院等の専門職大学院においては、「研究
者」教員による高度の理論教育を行うとともに、相当数の「実務家」
教員を任用して、実践を重視した授業を展開する。

　法科大学院・公共政策大学院等の専門職大学院において、社会の多
様な変化に対応できる高度専門職業人の養成を行う。

（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

【大学院課程教育】

【大学院課程及び専門職大学院教育】
　法科大学院・公共政策大学院・会計大学院の専門職大学院において
は、「研究者」教員による高度の理論教育を行うとともに、相当数の
「実務家」教員を任用して、実践を重視した授業を展開する。

○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策

変更理由

１　教育に関する目標を達成するための措置
（１）教育の成果に関する目標を達成するための措置

変　　　更　　　案

　平成16年度から法学研究科に総合法制専攻（法科大学院）及び公共
法政策専攻（専門職大学院）を、歯学研究科に歯科学専攻修士課程を
設置し、それぞれ「法務博士（専門職）」、「公共法政策修士（専門
職）」及び「修士（口腔科学）」を授与する。
　平成17年度から経済学研究科に会計専門職専攻（専門職大学院）を
設置し、「会計修士（専門職）」を授与する。

２　教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置

○教育研究組織の見直しの方向性

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき
措置
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

法学研究科　　　　３７３人　うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　３７３人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７３人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７３人
　　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　２００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２３１人 うち前期課程　　　 　　１３２人 経済学研究科　　２４２人 うち前期課程　　　 　　１１６人 会計大学院設置に伴う変更
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９９人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　８６人

　　専門職学位課程 　　　４０人
理学研究科　　　　９１４人　うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人　うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　１９８人　うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　１９８人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８６人
薬学研究科　　　　１９２人　うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人　うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５４人 うち前期課程　 １，２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人
農学研究科　　　　３３２人　うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人　うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人　うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０４人 うち前期課程　　　 　　２３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人
生命科学研究科　　３５３人　うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人　うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３４人　うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３４人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１０人
看護学科　　　　　　８０人 看護学科　　　　　８０人
診療放射線技術学科　４０人 診療放射線技術学科４０人
衛生技術学科　　　　４０人 衛生技術学科　　　４０人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，０４８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，０４８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３４０人（うち歯科医師養成に係る分野３４０人） 歯学部　　　　　３４０人（うち歯科医師養成に係る分野３４０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人　うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人　うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人　うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２３１人 うち前期課程　　　 　　１３２人 経済学研究科　　２５３人 うち前期課程　　　 　　１００人 会計大学院設置に伴う変更
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９９人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７３人

　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人　うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人　うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人　うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人　うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人　うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５４人 うち前期課程　 １，２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人
農学研究科　　　　３３２人　うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人　うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人　うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０４人 うち前期課程　　　 　　２３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人
生命科学研究科　　３５３人　うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人　うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人　うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３３５人（うち歯科医師養成に係る分野３３５人） 歯学部　　　　　３３５人（うち歯科医師養成に係る分野３３５人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人　うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人　うち前期課程　　　 　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人　うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２３１人 うち前期課程　　　 　　１３２人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人 会計大学院設置に伴う変更
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９９人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人

　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人　うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人　うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人　うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人　うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人　うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５４人 うち前期課程　 １，２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人
農学研究科　　　　３３２人　うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人　うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人　うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０４人 うち前期課程　　　 　　２３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人
生命科学研究科　　３５３人　うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人　うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人　うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野６００人）
歯学部　　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人） 歯学部　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人　うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人　うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人　うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

　　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２３１人 うち前期課程　　　 　　１３２人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人 会計大学院設置に伴う変更
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９９人 　　後期課程　 　　　６０人

　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　８０人
理学研究科　　　　９１４人　うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人　うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人　うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人　うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人　うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５４人 うち前期課程　 １，２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人
農学研究科　　　　３３２人　うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人　うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人　うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０４人 うち前期課程　　　 　　２３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人
生命科学研究科　　３５３人　うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人　うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人　うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
文学部　　　　　　８４０人 文学部　　　　　８４０人
教育学部　　　　　２８０人 教育学部　　　　２８０人
法学部　　　　　　６４０人 法学部　　　　　６４０人
経済学部　　　１，０８０人 経済学部　　１，０８０人
理学部　　　　１，２９６人 理学部　　　１，２９６人
医学部　　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人） 医学部　　　１，２０８人（うち医師養成に係る分野　　６００人）
歯学部　　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人） 歯学部　　　　　３３０人（うち歯科医師養成に係る分野３３０人）
薬学部　　　　　　３２０人 薬学部　　　　　３２０人
工学部　　　　３，２４０人 工学部　　　３，２４０人
農学部　　　　　　６００人 農学部　　　　　６００人
文学研究科　　　　３１３人　うち前期課程　　　 　　１７８人 文学研究科　　　３１３人 うち前期課程　　　 　　１７８人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３５人
教育学研究科　　　１４０人　うち前期課程　　　 　　　８０人 教育学研究科　　１４０人 うち前期課程　　　 　　　８０人
　 　　後期課程　　　 　　　６０人 　 　　後期課程　　　 　　　６０人
法学研究科　　　　４６０人　うち前期課程　　　 　　　４０人 法学研究科　　　４６０人 うち前期課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人 　　　　　　　　　　　　　　法科大学院課程 　　３００人
　　　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人 　　　　　　　　　　　　　　専門職学位課程 　　　６０人
経済学研究科　　　２３１人 うち前期課程　　　 　　１３２人 経済学研究科　　２４０人 うち前期課程　　　 　　１００人 会計大学院設置に伴う変更
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現　　　　　　行 変更理由変　　　更　　　案

　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９９人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　６０人
　　専門職学位課程 　　　８０人

理学研究科　　　　９１４人　うち前期課程　　　 　　５２４人 理学研究科　　　９１４人 うち前期課程　　　 　　５２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　３９０人
医学系研究科　　　７０８人　うち前期課程　　　 　　　５６人 医学系研究科　　７０８人 うち前期課程　　　 　　　５６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人 　　　　　　　　　　　　　　修士課程　　　 　　　４０人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　５７６人
歯学研究科　　　　２００人　うち修士課程　　　 　　　１２人 歯学研究科　　　２００人 うち修士課程　　　 　　　１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人 　　　　　　　　　　　　　　博士課程　　　 　　１８８人
薬学研究科　　　　１９２人　うち前期課程　　　 　　１１４人 薬学研究科　　　１９２人 うち前期課程　　　 　　１１４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　７８人
工学研究科　　１，８５４人　うち前期課程　 １，２００人 工学研究科　１，８５４人 うち前期課程　 １，２００人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　６５４人
農学研究科　　　　３３２人　うち前期課程　　　 　　１９４人 農学研究科　　　３３２人 うち前期課程　　　 　　１９４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１３８人
国際文化研究科　　２１０人　うち前期課程　　　 　　　９６人 国際文化研究科　２１０人 うち前期課程　　　 　　　９６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１１４人
情報科学研究科　　４０４人　うち前期課程　　　 　　２３６人 情報科学研究科　４０４人 うち前期課程　　　 　　２３６人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１６８人
生命科学研究科　　３５３人　うち前期課程　　　 　　２１２人 生命科学研究科　３５３人 うち前期課程　　　 　　２１２人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　１４１人
環境科学研究科　　２２６人　うち前期課程　　　 　　１３０人 環境科学研究科　２２６人 うち前期課程　　　 　　１３０人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　９６人
教育情報学教育部　　３９人　うち前期課程　　　 　　　２４人 教育情報学教育部　３９人 うち前期課程　　　 　　　２４人
　　　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人 　　　　　　　　　　　　　　後期課程　　　 　　　１５人
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