
研究科名 専攻名 氏名

一期生 文学研究科 人文学専攻 陳  璐

一期生 教育発達科学研究科 教育科学専攻 鵜飼  峻二

一期生 教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 徐  文臻

一期生 法学研究科 総合法政専攻 加藤  紫帆

一期生 経済学研究科 社会経済システム専攻 鈴木  健介

一期生 経済学研究科 産業経営システム専攻 新美  潤一郎

一期生 理学研究科 物質理学専攻 李  尚

一期生 理学研究科 名古屋大学・エディンバラ大学国際連携理学 曹  原

一期生 理学研究科 生命理学専攻 李  暁棟

一期生 医学系研究科 医療技術学専攻 藤井  亮輔

一期生 医学系研究科 総合医学専攻 押野  玲奈

一期生 工学研究科 機械理工学専攻 厳  可逸

一期生 生命農学研究科 生物圏資源学専攻 株木  拓也

一期生 生命農学研究科 生物圏資源学専攻 馬  特

一期生 国際開発研究科 国際開発専攻 近藤  菜月

一期生 国際開発研究科 国際開発専攻 Tran Thu Trang

一期生 国際開発研究科 国際開発専攻 蒔田  真理子

一期生 環境学研究科 都市環境学専攻 吉田  圭介

二期生 教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 浦田  有香

二期生 法学研究科 総合法政専攻 GALTBAATAR Uyanga

二期生 経済学研究科 社会経済システム専攻 佐藤  嘉晃

二期生 経済学研究科 産業経営システム専攻 張  暁白

二期生 医学系研究科 医科学専攻 キョウ  圓昊

二期生 医学系研究科 総合医学専攻 長谷部  瞭

二期生 医学系研究科 総合医学専攻 江崎  寛季

二期生 工学研究科 物質制御工学専攻 程  博豪

二期生 工学研究科 機械理工学専攻 中本  謙太

二期生 国際開発研究科 国際開発専攻 小林  千尋

二期生 国際開発研究科 国際コミュニケーション専攻 李  嘉

二期生 国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 劉  顔彦

三期生 人文学 人文学(言語学) 胡  蘇紅

三期生 人文学 人文学(ジェンダー学) 中山  佳子

三期生 教育発達科学研究科 教育科学専攻 BYAMBASIREN Enkhgerel

三期生 法学 総合法政 DURVEE Otgonbayar

三期生 経済学研究科 産業経営システム専攻 窪田  嵩哉

三期生 経済学研究科 社会経済システム 韓  丹

三期生 情報学研究科 社会情報学専攻 曾  イ

三期生 理学研究科 素粒子宇宙物理学 遠藤  隆夫

三期生 工学 機械理工 趙  珉吉

三期生 工学 社会基盤工学 湯  若天

三期生 工学 量子工学 寺林  稜平

三期生 工学 機械理工学 謝  素チョン
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三期生 生命農学 生物圏資源学 坂田  有実

三期生 国際開発 国際コミュニケーション 李  丹丹

三期生 国際開発 国際協力 YAMBAO Ryn Nhick Sales

三期生 環境学研究科 地球環境科学 OYUNCHIMEG Mongolkhatan

四期生 文学研究科 人文学専攻 桑　忠林

四期生 教育発達科学研究科 心理発達科学専攻 胡　安琪

四期生 法学研究科 総合法政専攻 BATBEKH Demberel

四期生 情報科学研究科 社会システム情報学専攻 趙　隆コウ

四期生 情報科学研究科 社会システム情報学専攻 劉　迪超

四期生 理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 田中　俊行

四期生 理学研究科 素粒子宇宙物理学専攻 槌谷　将隆

四期生 医学系研究科 医科学専攻 東村　果穂

四期生 医学系研究科 医科学専攻 杉本　拓也

四期生 工学研究科 電子情報システム専攻 今井　幸司

四期生 工学研究科 社会基盤工学専攻 何　嘉杭

四期生 工学研究科 機械理工学専攻 NWADIUTO Jude Chibuike

四期生 国際開発研究科 国際協力専攻 WILKINSON Karl Everald

四期生 国際言語文化研究科 国際多元文化専攻 高島　亜理沙

四期生 国際言語文化研究科 日本言語文化専攻 SHARMA Arun Kumar


