
平成21年度学校基本調査　学校調査票（大学）　大学院学生内訳票＿分類一覧

都道府県 課程・昼夜　① 学年・性別
全国 計
北海道 修士課程_計 男計
青森県 修士課程 1年次_男

岩手県 夜間の修士課程 2年次_男

宮城県 博士課程（前期） 3年次_男
秋田県 夜間の博士課程（前期） 4年次_男

山形県 5年次_男

福島県 博士課程_計 女計
城県 博士課程（後期） 1年次_女

栃木県 夜間の博士課程（後期） 2年次_女

群馬県 3年次_女

埼玉県 医歯学、獣医学関係の博士一貫制の課程 4年次_女
千葉県 専門職学位課程_計 5年次_女
東京都 専門職学位課程

神奈川県 夜間の専門職学位課程 最低在学年限・性別
新潟県 専門職学位課程　法科大学院 計
富山県 夜間の専門職学位課程　法科大学院 男計

石川県 専門職学位課程　教職大学院 １年超過_男

福井県 夜間の専門職学位課程　教職大学院 ２年超過_男
山梨県 ３年超過_男
長野県 ４年超過_男
岐阜県 ５年超過_男
静岡県 ６年以上超過_男

愛知県 課程・昼夜　② 女計

三重県 計 １年超過_女
滋賀県 昼間_計 ２年超過_女
京都府 昼間の修士課程_計 ３年超過_女
大阪府 昼間の修士課程 ４年超過_女
兵庫県 昼間の博士課程（前期） ５年超過_女

奈良県
医歯学、獣医学関係以外の博士一貫
制の課程（１，２年次）

６年以上超過_女

和歌山県 昼間の博士課程_計

鳥取県 昼間の博士課程（後期） 学年・性別・社会人

島根県
医歯学、獣医学関係以外の博士一貫
制の課程（３～５年次）

計

岡山県
医歯学、獣医学関係の博士一貫制の
課程

男計

広島県 昼間の専門職学位課程_計 1年次_男
山口県 専門職学位課程 2年次_男

徳島県 専門職学位課程　法科大学院 3年次_男

香川県 専門職学位課程　教職大学院 4年次_男
愛媛県 夜間_計 5年次_男
高知県 夜間の修士課程_計 女計
福岡県 夜間の修士課程 1年次_女
佐賀県 夜間の博士課程（前期） 2年次_女
長崎県 夜間の博士課程_計 3年次_女
熊本県 夜間の専門職学位課程_計 4年次_女
大分県 夜間の専門職学位課程 5年次_女
宮崎県 夜間の専門職学位課程　法科大学院 うち社会人_計
鹿児島県 夜間の専門職学位課程　教職大学院 うち社会人_男
沖縄県 うち社会人_女

計

※都道府県は、研究科等の
所在地である。

医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の
課程（３～５年次）

医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の
課程（１，２年次）
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出身大学種類・性別・志願者・入学者 社会人・留学生
入学志願者数_計 うち社会人

志願男計 うち留学生
01_当該大学出身者_男

02_他大学出身者_国立_男 聴講生・選科生・研究生等・性別
03_他大学出身者_公立_男 計
04_他大学出身者_私立_男 男計

05_外国の学校卒_男 聴講生等_学部卒以上_男

06_その他_男 聴講生等_その他 _男
志願女計 女計

07_当該大学出身者_女 聴講生等_学部卒以上_女

08_他大学出身者_国立_女 聴講生等_その他_女

09_他大学出身者_公立_女
10_他大学出身者_私立_女 性別
11_外国の学校卒_女 計

12_その他_女 男

入学者数_計 女
入学男計

13_当該大学出身者_男 年齢
14_他大学出身者_国立_男 計
15_他大学出身者_公立_男 ２１歳以下
16_他大学出身者_私立_男 ２２歳
17_外国の学校卒_男 ２３歳
18_その他_男 ２４歳

入学女計 ２５歳

19_当該大学出身者_女 ２６歳
20_他大学出身者_国立_女 ２７歳
21_他大学出身者_公立_女 ２８歳
22_他大学出身者_私立_女 ２９歳
23_外国の学校卒_女 ３０～３４歳

24_その他_女 ３５～３９歳

４０～４４歳

４５～４９歳

５０～５４歳

５５～６０歳

６１歳以上

設置者
計
国立
公立
私立
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専攻分野（大分類）専攻分野（中分類）
計 計 家政 家政
人文科学 人文科学 Q1 家政学関係

A1 文学関係 Q2 食物学関係

A2 史学関係 Q3 被服学関係

A3 哲学関係 Q4 住居学関係
B9 その他 Q5 児童学関係

社会科学 社会科学 R9 その他

C1 法学・政治学関係 教育 教育
C2 商学・経済学関係 S1 教育学関係
C3 社会学関係（社会事業関係を含む） S2 教員養成関係

D9 その他 S3 体育学関係

 理学  理学 U9 その他
E1 数学関係 芸術 芸術
E2 物理学関係 V1 美術関係

E3 化学関係 V2 デザイン関係

E4 生物関係 V3 音楽関係
E5 地学関係 W9 その他

E6 原子力理学関係 その他 その他

F9 その他 X1 自然科学関係
工学 工学 X2 社会・自然科学関係

G1 機械工学関係 X3 人文・社会科学関係
G2 電気通信工学関係 X9 その他
G3 土木・建築工学関係

G4 応用化学関係

G5 応用理学関係
G6 原子力工学関係
G7 鉱山学関係
G8 金属工学関係
H1 繊維工学関係

H2 船舶工学関係

H3 航空工学関係

H4 経営工学関係

H5 工芸学関係

J9 その他

農学 農学
K1 農学関係

K2 農芸化学関係

K3 農業工学関係
K4 農業経済学関係
K5 林学関係
K6 林産学関係
K7 獣医学畜産学関係
K8 水産学関係
L9 その他

保健 保健
M1 医学
M2 歯学
M3 薬学関係
O9 その他

商船 商船
P1 商船学関係
（次列へ続く）
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