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名古屋大学2015

※9～16ページは裏面です

役員･教職員数 
　役員 10名
　教職員数 3,806名
学生数 
　学部学生 9,893名
　大学院学生 5,979名

財政（平成26年度） 
　収入 112,732 百万円
　支出 108,540 百万円
土地面積 3,276,293 m2

建物面積 768,350 m2

蔵書数 3,272,188 冊

 4 月 1 日 学年開始・第1学期開始
 4 月 5 日 入学式
 4 月10日～ 7 月22日 第1学期授業期間
 5 月 1 日 名古屋大学記念日
 7 月23日～ 8 月 5 日 第1学期試験・授業期間
 8 月 8 日～ 9 月30日 夏季休業
 9 月28日 秋季卒業式
 9 月30日 第1学期終了
10月 1 日 第2学期開始
10月 1 日～ 1 月27日 第2学期授業期間
10月 5 日 秋季入学式
12月28日～ 1 月 7 日 冬季休業
 1 月28日～ 2 月10日 第2学期試験・授業期間
 3 月25日 卒業式
 3 月31日 第2学期終了・学年終了

　名古屋大学は、学問の府として、大学固有の役割とその歴史的、社会的使
命を確認し、その学術活動の基本理念をここに定める。

　名古屋大学は、自由闊達な学風の下、人間と社会と自然に関する研究と教
育を通じて、人々の幸福に貢献することを、その使命とする。とりわけ、人
間性と科学の調和的発展を目指し、人文科学、社会科学、自然科学をともに
視野に入れた高度な研究と教育を実践する。このために、以下の基本目標お
よび基本方針に基づく諸施策を実施し、基幹的総合大学としての責務を持続
的に果たす。

1．研究と教育の基本目標
（1）名古屋大学は、創造的な研究活動によって真理を探究し、世界屈指の知

的成果を産み出す。
（2）名古屋大学は、自発性を重視する教育実践によって、論理的思考力と想

像力に富んだ勇気ある知識人を育てる。
2．社会的貢献の基本目標
（1）名古屋大学は、先端的な学術研究と、国内外で指導的役割を果たしうる

人材の養成とを通じて、人類の福祉と文化の発展ならびに世界の産業
に貢献する。

（2）名古屋大学は、その立地する地域社会の特性を生かし、多面的な学術研
究活動を通じて地域の発展に貢献する。

（3）名古屋大学は、国際的な学術連携および留学生教育を進め、世界とりわ
けアジア諸国との交流に貢献する。

3．研究教育体制の基本方針
（1）名古屋大学は、人文と社会と自然の諸現象を俯瞰的立場から研究し、現

代の諸課題に応え、人間性に立脚した新しい価値観や知識体系を創出
するための研究体制を整備し、充実させる。

（2）名古屋大学は、世界の知的伝統の中で培われた知的資産を正しく継承し
発展させる教育体制を整備し、高度で革新的な教育活動を推進する。

（3）名古屋大学は、活発な情報発信と人的交流、および国内外の諸機関との
連携によって学術文化の国際的拠点を形成する。

4．大学運営の基本方針
（1）名古屋大学は、構成員の自律性と自発性に基づく探究を常に支援し、学

問研究の自由を保障する。
（2）名古屋大学は、構成員が、研究と教育に関わる理念と目標および運営原

則の策定や実現に、それぞれの立場から参画することを求める。
（3）名古屋大学は、構成員の研究活動、教育実践ならびに管理運営に関し

て、主体的に点検と評価を進めるとともに、他者からの批判的評価を
積極的に求め、開かれた大学を目指す。

前身校期
1871（明治  4）年 仮病院 仮医学校開設
1872（明治  5）年 義病院設置
1873（明治  6）年 仮病院 医学講習場設置　
1875（明治  8）年 愛知県病院設置
1876（明治  9）年 公立医学講習場 公立医学所設置
1878（明治11）年 公立医学校設置
1881（明治14）年 愛知医学校設置
1901（明治34）年 愛知県立医学校設置
1903（明治36）年 愛知県立医学専門学校設置
1908（明治41）年 第八高等学校設置
1920（大正  9）年 愛知医科大学設置
 名古屋高等商業学校設置
1931（昭和  6）年 （官立移管）名古屋医科大学設置

 
帝国大学（旧制大学）期
1939（昭和14）年 名古屋帝国大学創設（医学部と理工学部の2学部）
 名古屋帝国大学臨時附属医学専門部設置
1942（昭和17）年 名古屋帝国大学理工学部を理学部と工学部に分離
1943（昭和18）年 名古屋帝国大学航空医学研究所設置（1946年廃止）
1944（昭和19）年 名古屋工業経営専門学校設置（1946年廃止）
 名古屋経済専門学校設置
 名古屋帝国大学附属医学専門部設置
1945（昭和20）年 岡崎高等師範学校設置
1946（昭和21）年 名古屋帝国大学環境医学研究所設置
1947（昭和22）年 名古屋大学（旧制）と改称
 名古屋大学附属医学専門部設置
1948（昭和23）年 名古屋大学文学部、法経学部を設置

新制大学期 
1949（昭和24）年 旧制名大、医専部、八高、名経専、岡崎高師を包括
 文、教育、法経、理、医、工の6学部及び環境医学研究所で
 新制名古屋大学として発足
 空電研究所、附属図書館を設置

 

1950（昭和25）年 法経学部を法学部と経済学部に分離
1951（昭和26）年 農学部設置
1953（昭和28）年 文学、教育学、法学、経済学、理学、工学の
 6研究科を設置
1955（昭和30）年 医学、農学の2研究科を設置
1961（昭和36）年 プラズマ研究所設置
 （1989年廃止、核融合科学研究所へ発展）
1963（昭和38）年 教養部設置（1993年廃止）
1971（昭和46）年 大型計算機センター設置（2002年廃止）
1973（昭和48）年 水圏科学研究所設置
1977（昭和52）年 名古屋大学医療技術短期大学部併設（2001年廃止）
1990（平成  2）年 空電研究所を太陽地球環境研究所に改組
1991（平成  3）年 大学院国際開発研究科設置
1992（平成  4）年 大学院人間情報学研究科設置（2003年廃止）
1993（平成  5）年 情報文化学部設置
 水圏科学研究所を大気水圏科学研究所に改組
 （2001年廃止）
1995（平成  7）年 大学院多元数理科学研究科設置
1997（平成  9）年 大学院農学研究科を大学院生命農学研究科に改称
1998（平成10）年 大学院国際言語文化研究科設置
2000（平成12）年 大学院教育学研究科を大学院教育発達科学研究科に改称
2001（平成13）年 大学院環境学研究科設置
 地球水循環研究センター設置
2002（平成14）年 情報連携基盤センター設置（2009年廃止）
 大学院医学研究科を大学院医学系研究科に改称
2003（平成15）年 大学院情報科学研究科設置
 

国立大学法人期　　　 
2004（平成16）年 国立大学法人名古屋大学設立
 大学院法学研究科実務法曹養成専攻（法科大学院）設置
2006（平成18）年 エコトピア科学研究所設置
2009（平成21）年 情報基盤センター設置
2012（平成24）年 大学院創薬科学研究科設置

事務局

運営支援組織

文学部
教育学部

法学部
経済学部
情報文化学部
理学部
医学部
工学部
農学部

文学研究科
 
教育発達科学研究科
法学研究科 
経済学研究科
理学研究科

医学系研究科

工学研究科

生命農学研究科

国際開発研究科
多元数理科学研究科
国際言語文化研究科
環境学研究科

情報科学研究科
創薬科学研究科

総務部
企画部
財務部
教育推進部
研究協力部
施設管理部
学術研究・産学官連携推進本部
国際教育交流本部

情報連携統括本部

環境安全衛生推進本部
防災推進本部
施設・環境計画推進室
核燃料管理施設
評価企画室
ハラスメント相談センター
社会連携推進室
災害対策室
男女共同参画室
法務室
リスク管理室
総合企画室
PhD登龍門推進室
動物実験支援センター
大学文書資料室
入試調査企画室

附属中学校
附属高等学校

附属病院

附属「アジアの中の日本文化」研究センター
附属人類文化遺産テクスト学研究センター

附属法情報研究センター
附属国際経済政策研究センター
附属臨海実験所＊2

附属南半球宇宙観測研究センター
附属構造生物学研究センター
附属タウ・レプトン物理研究センター
附属医学教育研究支援センター
附属神経疾患･腫瘍分子医学研究センター
附属プラズマナノ工学研究センター
附属材料バックキャストテクノロジー研究センター
附属計算科学連携教育研究センター
附属マイクロ・ナノメカトロニクス研究センター
附属フィールド科学教育研究センター
附属鳥類バイオサイエンス研究センター

附属グローバルメディア研究センター
附属地震火山研究センター
附属持続的共発展教育研究センター
附属組込みシステム研究センター

　

国際教育交流センター
国際言語センター
国際連携企画センター
情報戦略室
情報基盤センター＊1

情報推進部
環境安全衛生管理室

本部

監査室
学部

大学院

環境医学研究所
太陽地球環境研究所＊1

エコトピア科学研究所

アイソトープ総合センター
遺伝子実験施設
物質科学国際研究センター
高等教育研究センター
農学国際教育協力研究センター
年代測定総合研究センター
博物館
心の発達支援研究実践センター
法政国際教育協力研究センター
生物機能開発利用研究センター
シンクロトロン光研究センター
基礎理論研究センター
現象解析研究センター
グリーンモビリティ連携研究センター
減災連携研究センター
細胞生理学研究センター
脳とこころの研究センター
ナショナルコンポジットセンター
学生相談総合センター

地球水循環研究センター＊1

情報基盤センター＊1（再掲）

地球生命圏研究機構
社会貢献人材育成本部ビジネス人材育成センター
国際環境人材育成センター
先端ナノバイオデバイス研究センター
予防早期医療創成センター
重要文化財馬場家住宅研究センター
プラズマ医療科学国際イノベーションセンター
リーディング大学院推進機構
イノベーション戦略室

教養教育推進室

附属次世代創薬研究センター
附属ジオスペース研究センター
附属高度計測技術実践センター
研究開発室

人とモビリティ社会の研究開発センター
社会イノベーションデザイン学センター
基礎理論研究センター（再掲）
現象解析研究センター（再掲）

教養教育院
アジアサテライトキャンパス学院
高等研究院
トランスフォーマティブ生命分子研究所
附置研究所

附属図書館
学内共同教
育研究施設
等

共同利用・
共同研究拠点
総合保健体育科学センター
未来社会創造機構

素粒子宇宙起源研究機構

学内コン
ソーシアム

全学技術センター

名古屋大学

【学外委員】 
トヨタ自動車株式会社代表取締役会長 内山田竹志 　
中部電力株式会社相談役 川口　文夫
国立病院機構名古屋医療センター名誉院長 齋藤　英彦
株式会社中日新聞社相談役 坂井　克彦
日本ガイシ株式会社相談役 柴田　昌治
丹羽連絡事務所代表 丹羽宇一郎
日本アイ・ビー・エム株式会社会長 橋本　孝之
東海旅客鉄道株式会社特別顧問 松本　正之

 （五十音順）
【学内委員】 
松尾総長、國枝理事、渡辺理事、松下理事
木村理事、竹下理事、石黒医学部附属病院長 

（平成27年5月1日現在）（平成27年4月1日現在）

注）＊1は共同利用・共同研究拠点として、文部科学省より認定
　　＊2は教育関係共同利用拠点として、文部科学省より認定

規模の概略名古屋大学学術憲章
役　員　等
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総長 松尾　清一 
理事（研究・学生担当）・副総長 國枝　秀世 
理事（国際・広報担当）・副総長 渡辺　芳人 
理事（総務・教育・組織改革・学術情報基盤担当）・副総長 松下　裕秀 
理事（法務・人権・リスク管理・内部統制担当）・副総長 市橋　克哉 
理事（財務・施設整備担当）・副総長 木村　彰吾 
理事（人事労務・環境安全・事務総括関係担当）・事務局長 竹下　典行 
理事（大学運営担当） 郷　　通子（学外）†
監事 熊田　一充（学外）
監事 浅野　良裕（学外）†
副総長（学術研究・産学官担当） 財満　鎭明 
副総長（評価・総合企画担当） 前島　正義 
副総長（入試・組織改革・学生支援・図書館担当） 木俣　元一 
副理事（学術情報基盤・情報セキュリティ・全学同窓会担当） 伊藤　義人 
副理事（国際関係担当） 磯田　文雄 
副理事（病院担当） 石黒　直樹 
副理事（男女共同参画担当） 束村　博子 
副理事（研究力強化担当） 藤巻　　朗 
副理事（国際貢献担当） 岡田　亜弥 
総長顧問 濵口　道成 
参与 山田　　直（学外）†
参与 伊藤　勝基（学外）†
参与 小川　宏嗣（学外）†
参与 房村　精一（学外）†
参与 徳川　義崇（学外）†
参与 Giles Clarke（学外）†
参与 鮎京　正訓（学外）†
参与 山本　一良（学外）†
 注：†は非常勤

  （2015年5月1日現在）
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総長 松尾　清一
理事 國枝　秀世
理事 松下　裕秀
理事 市橋　克哉
文学研究科長 佐久間淳一
教育発達科学研究科長 氏家　達夫
法学研究科長 神保　文夫
経済学研究科長 根本　二郎
情報文化学部長 黒田　達朗
理学研究科長 松本　邦弘
医学系研究科長 髙橋　雅英
工学研究科長 新美　智秀
生命農学研究科長 川北　一人
国際開発研究科長 伊東　早苗
多元数理科学研究科長 管野　浩明
国際言語文化研究科長 福田　眞人
環境学研究科長 神沢　　博
情報科学研究科長 安田　孝美
創薬科学研究科長 人見　清隆
環境医学研究所長 澤田　　誠
太陽地球環境研究所長 町田　　忍
エコトピア科学研究所長 興戸　正純
附属図書館長 森　　仁志
医学部附属病院長 石黒　直樹
総合保健体育科学センター長 押田　芳治
文学研究科 齋藤　文俊
教育発達科学研究科 森田美弥子
法学研究科 愛敬　浩二
経済学研究科 野口　晃弘
理学研究科 杉山　　直
医学系研究科 小嶋　哲人
工学研究科 佐宗　章弘
生命農学研究科 下村　吉治
国際開発研究科 梅村　哲夫
多元数理科学研究科 納谷　　信
国際言語文化研究科 長畑　明利
環境学研究科 田中　重好
情報科学研究科 村瀬　　洋
創薬科学研究科 北村　雅人
教育研究共同施設連合選出 町田　　健
教育研究共同施設連合選出 伊藤　義人

東山キャンパス　　TEL（052）789-（ダイヤルイン番号）
〒464-8601（理・工除く東山地区）、〒464-8602（理学部）、〒464-8603（工学部）
名古屋市千種区不老町   
 　

学術研究・産学官連携推進本部 5545
情報連携統括本部 4352

社会連携推進室 5545
総合企画室 4596

学部・研究科 総務 教務
文学部・文学研究科 2202 2206
教育学部・教育発達科学研究科 2602 2606
法学部・法学研究科 4901 2316
経済学部・経済学研究科 4920 2357
情報文化学部 4716 4823
理学部・理学研究科 2394 2401
工学部・工学研究科 3405 3177
農学部・生命農学研究科 5266 4010
国際開発研究科 4952 4957
多元数理科学研究科 2827 2401
国際言語文化研究科 5312 4881
環境学研究科 3454 4591

学部・研究科、教育研究施設等 総務 教務
情報科学研究科 4716 4721
創薬科学研究科 747-6586 747-6775
教養教育院事務室   4725
アジアサテライトキャンパス学院事務室  2012
高等研究院事務室   788-6051
トランスフォーマティブ生命分子研究所事務部門  747-6843
環境医学研究所   3886
太陽地球環境研究所   747-6306
エコトピア科学研究所   5262
総合保健体育科学センター  事務掛 3946
未来社会創造機構   747-6373
素粒子宇宙起源研究機構  事務室 747-6577
附属図書館 情報管理課 庶務掛 3667
 情報サービス課 閲覧掛 3675
 情報システム課 雑誌掛 3687
教育学部附属中・高等学校  事務室 2672

鶴舞キャンパス　　TEL（052）744-（ダイヤルイン番号）
〒466-8550（医学部医学科）、〒466-8560（医学部附属病院）
名古屋市昭和区鶴舞町65   
 　

（＊1 経理に関すること、＊2 資産管理に関すること）

役員等数
　総長 1名
　理事・副総長 5名
　理事・事務局長 1名
　理事（非常勤） 1名
　監事（常勤） 1名
　監事（非常勤） 1名
役員計10名（男性10名、女性1名) 
　副総長（兼務） 3名
　副理事（兼務） 6名

教授 652名 （男性598名、女性54名）
准教授 488名 （男性408名、女性80名）
講師 112名 （男性98名、女性14名）
助教 418名 （男性343名、女性75名）
助手 7名 （男性2名、女性5名）
　教員計 1,677名 （男性1,449名、女性228名）
専門職 2名 （男性1名、女性1名）
附属学校教員 39名 （男性22名、女性17名）
事務職員・技術職員 2,088名 （男性730名、女性1,358名）

合計　3,806名 （男性2,202名、女性1,604名）

学部
　　在籍者…9,893　入学者…2,219　卒業者…2,274

大学院
　博士課程前期課程
　　在籍者…3,580　入学者…1,730　学位授与者…1,665
　博士課程後期課程
　　在籍者…1,531　入学者…331
　　学位授与者（課程/論文）…442/53
　医学博士課程
　　在籍者…729　入学者…156
　　学位授与者（課程/論文）…136/21
　専門職学位課程
　　在籍者…139　入学者…41　学位授与者…72　

教育学部附属学校
　　生徒数（中/高等）…240/359

平成28年度入学者選抜方式・実施期日  収　　　入  
区　　　分 決算額（百万円）
運営費交付金 35,276
施設整備費補助金 4,725
補助金等収入 9,947
国立大学財務・経営センター施設費交付金 81
自己収入 44,501
産学連携等研究収入、寄附金収入等 17,274
引当金取崩 240
長期借入金収入 676
目的積立金取崩 12
合　　　計 112,732

 支　　　出  
区　　　分 決算額（百万円）
業業務費 73,656
施設整備費 5,483
補助金等 9,947
産学連携等研究費、寄附金事業費等 14,791
長期借入金償還経費 4,663
合　　　計 108,540

注　長期借入金償還経費は国立大学財務・経営センター施設費貸付事業に係る償還金。

科学研究費補助金 2,757件　 7,843,474千円
　注　研究分担者による受入件数・金額を含む。

政府補助金等 181件　 10,378,902千円
　注　研究分担者による受入件数・金額を含む。  

寄附金等 4,640件　 13,480,944千円
　注　受託研究経費の受入件数は治験・病理組織検査を除く。  
　　　受託事業の受入件数は受託研究員・研修員等の受入を除く。  

民間等との共同研究実施件数 667 件  
　　　　　　　　　受入金額 2,398 百万円  
受託研究（※）受入件数 566 件  
　　　　 受入金額 7,853 百万円  
寄附講座数 18 講座（経済学研究科1、医学系研究科15、
  工学研究科1、環境学研究科1） 
寄附研究部門数 5 部門（エコトピア科学研究所1、

 減災連携研究センター3、地球水循環研究センター1）
産学協同研究講座数 8 講座（医学系研究科5、工学研究科1、創薬科学研究科2）
特許件数 972 件　（国内718件、外国254件） 

※政府出資金を含む 

教職員の海外渡航者数 4,846 名 
外国人研究員等受入数 1,017 名 
留学生数 2,079 名（97ヵ国・地域より)
外国大学との協定締結状況   
　国・地域数 52 ヵ国・地域 
　大学間協定 122 機関
　部局間協定 250 機関
留学生の推移

日程
試験実施学部等

試験実施日

前期日程
全学部
平成28年
2月25日（木）
26日（金）、27日（土）
※27日（土）は医学部医学科のみ

後期日程
医学部医学科
平成28年
3月12日（土）

方　　式 分離・分割方式

募集人員
　一般入試（前期日程）1,732名、（後期日程）5名
　推薦入試 370名

地域別留学生数

蔵書数 平成27年4月1日現在
 図書館・室名 和書・洋書
 中央図書館 1,231,041
 医学部分館（含保健学図書館） 203,146
 文学図書室 316,016
 教育発達科学図書室
 （含附属中・高等学校） 158,904
 法学図書室 247,497
 経済学図書室
 （含国際経済政策研究センター） 278,705
 情報・言語合同図書室 191,549
 理学図書室 211,720
 工学図書室 192,953
 生命農学図書室 108,231
 国際開発図書室 70,484
 その他 61,942
 合　　　　計 3,272,188

病床数　　1,035

中央図書館
開館時間
月～金　8:00～22:00
土・日・祝日
　　　　8:45～17:00

休館日
8月24日、11月15日、
12月28日～1月4日

大幸キャンパス　　TEL（052）719-（ダイヤルイン番号）
〒461-8673（医学部保健学科）　名古屋市東区大幸南1-1-20   
 　

化学賞
 　2001（平成13）年　野依 良治 博士（大学院理学研究科教授（受賞時））  
 　　「キラル触媒による不斉水素化反応の研究」
　2008（平成20）年　下村 　脩 博士（理学博士（名古屋大学）、元理学部助教授）
 　　「緑色蛍光たんぱく質GFPの発見と開発」

物理学賞
　2008（平成20）年　小林　 誠 博士（理学博士（名古屋大学））
　2008（平成20）年　益川 敏英 博士（理学博士（名古屋大学）、元理学部助手）
 　　「クォークが自然界に少なくとも三世代以上ある事を予言する、対称性の破れの起源の発見」
　2014（平成26）年　赤﨑　 勇 博士（工学博士（名古屋大学））
　2008（平成20）年　天野　 浩 博士（工学博士（名古屋大学）、工学研究科教授）
 　　「明るく省エネルギーの白色光源を可能にした高輝度の青色発光ダイオードの発明」 
 

医療の質・安全管理部
診療科
血液内科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、糖尿病・内分泌内科、腎
臓内科、血管外科、移植外科、消化器外科一、消化器外科二、乳腺・内分泌
外科、整形外科、産科婦人科、眼科、精神科、小児科、皮膚科、泌尿器科、
耳鼻いんこう科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、脳神経外科、老年内科、
神経内科、呼吸器外科、心臓外科、形成外科、小児外科、総合診療科、リウ
マチ科、手の外科、親と子どもの心療科、救急科
中央診療施設等
検査部、手術部、放射線部、材料部、輸血部、病理部、外科系集中治療部、
救急・内科系集中治療部、血液浄化部、総合周産期母子医療センター、中央
感染制御部、光学医療診療部、リハビリテーション部、先端医療・臨床研究
支援センター、化学療法部、臨床工学技術部、脳卒中医療管理センター、排
泄情報センター、メディカルＩＴセンター、卒後臨床研修・キャリア形成支
援センター、地域連携・患者相談センター、栄養管理部、移植連携室、小児
がん治療センター、医療支援室
薬剤部
看護部
医療技術部

教育研究評議会評議員 附属図書館

総合案内  5111
本部
総務部  
　総務課  2012
　広報渉外課  5773
　人事課  2028
　職員課  2024
企画部  
　企画課  5698
財務部  
　財務課  2057
　経理・ ＊1 2075
　　資産管理課 ＊2 2094
　契約課  2082

医学部・医学系研究科 総合案内 741-2111
総務課 学部事務掛 2774
学務課 学務掛 2430
経営企画課 経営企画掛 2790
経理課 経理掛 2818
医事課 医事掛 2838
医療サービス課 患者サービス掛 2854
医学部附属病院  741-2111

役員数・教職員数

学　生　数

入学者選抜の概要 海外拠点等一覧 財政状況（平成26年度予算決算額）

平成26年度外部資金の状況

ノーベル賞受賞者

社会との連携協力

国際交流活動
医学部附属病院

広報プラザ  3058

教育推進部
　基盤運営課 2159
　事業推進課 2195
　教育企画課 2163
　学生支援課 2173
　学生交流課 2193
　入試課 5765
研究協力部  
　研究支援課  2039
　社会連携課  5545
施設管理部 
　施設企画課 2115
　施設整備課 2124
　施設管理課 2137
　環境安全支援課 4997

問い合わせ先一覧

医学部・医学系研究科 総合案内 3118
大幸地区事務統括課 庶務掛 1504
　　　　　　　 教務学生掛 1518

 平成21年度
1,717

 平成22年度
1,847

 平成23年度
1,915

 平成24年度
2,065

 平成25年度
2,038

 平成26年度
2,079

 地 域 名 留学生数
 アジア 1,658
 北米 48
 中南米 64
 欧州（含NIS諸国） 189

 地 域 名 留学生数
 大洋州 19
 中東 49
 アフリカ 52
 合　　計 2,079

中国交流センター
ウズベキスタン事務所
ヨーロッパセンター
バンコク事務所
ベトナム事務所
モンゴル事務所
カンボジア事務所
ウズベキスタン・日本法教育研究センター
モンゴル・日本法教育研究センター
ベトナム・日本法教育研究センター
カンボジア・日本法教育研究センター
ベトナム・日本法教育研究センター

ミャンマー・日本法律研究センター
インドネシア・日本法教育研究センター
ラオス・日本法教育研究センター
名古屋大学テクノロジー・パートナーシップ
フィールドリサーチセンター
ベトナムサテライトキャンパス拠点
モンゴルサテライトキャンパス拠点
カンボジアサテライトキャンパス拠点
ウズベキスタンサテライトキャンパス拠点
内視鏡トレーニングセンター
内視鏡トレーニングセンター
内視鏡トレーニングセンター

（中国）
（ウズベキスタン）

（ドイツ）
（タイ）

（ベトナム・ハノイ）
（モンゴル）

（カンボジア）
（ウズベキスタン）

（モンゴル）
（ベトナム・ハノイ）

（カンボジア）
（ベトナム・ホーチミン）

（ミャンマー）
（インドネシア）

（ラオス）
（米国）

（モンゴル）
（ベトナム）
（モンゴル）
（カンボジア）

（ウズベキスタン）
（ベトナム・フエ）

（ベトナム・ハノイ）
（ミャンマー）
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