
本⽇の予定

九州大学大学院理学府物理学専攻
2022年度修士課程入試説明会

13:30−13:50 物理学部⾨紹介＆⼊試に関する説明 （⽔野）
13:50−14:05 粒⼦宇宙論 （⼭本 ⼀博 教授）
14:05−14:20 粒⼦物理学 （川越 清以 教授）
14:20−14:35 物性基礎論 （福田順一教授）
14:35−14:50 複雑物性 （前多 裕介 准教授）
14:50−15:05 量⼦物性 （光⽥ 暁弘 准教授）



都市の利便性と⾃然の癒しを融合した究極の学術研究都市

知のパワー漲る九州⼤学学術研究都市



本専攻では⼗分な基礎学⼒とそれを応⽤する柔
軟な思考⼒を持ち，将来研究者，教育者あるいは
技術者として⼈類社会の科学技術の⽔準の向上を
図り，その進歩と持続的発展に寄与する強い意志
と適性を持った学⽣を選抜します。

幅広い⾃然科学の知識と⾼い専⾨性を
⾝につけた将来性のある有望な学⽣

アドミッションポリシー



•物理学：⾃然を対象に
• 誰も問題にすらしなかったところに問題を発⾒し、
• その問題に対して以前には存在すらしなかった答えを創造する
• ⼈類の知的共有財産を構築

•社会が求める⼈材・能⼒：
• 根本にまでさかのぼって問題の本質を突き⽌める能⼒
• 新しいモノ・ニーズを創造する能⼒

物理学と修⼠（⼤学院）の⽬標

「新製品開発には物理の学⽣が
必要不可⽋」といって物理学科
に求⼈にくる企業は増えてお
り、その業種もきわめて多岐に
わたっています。問題やその本質を⾒極める⼒

独⾃の⽅法で解決する⼒ ⼤学院

学部

⼤学⼊試

上⽥正仁著
「考える⼒の鍛え⽅」より



５研究グループ

９研究グループ

８０年の歴史
à著名な卒業⽣

４０名の教員
à⼿厚いサポート

⾃然界に存在するもの
は全て物理的法則で成
り⽴ってるが故に、物
理学の発展で世界の全
てが究明できるように
なる。







専⾨分野 研究グループ 研究内容 教授 准教授

粒⼦宇宙論

素粒⼦理論 素粒⼦物理学の理論的研究（場の量⼦論，ゲージ理論，標準模型，統⼀理論，ハド
ロン物理）。 鈴⽊博 津村浩⼆

理論核物理 原⼦核・ハドロン多体系に関する理論的研究（少数粒⼦系量⼦論，天体核物理，核
反応論，集団運動の微視的理論，極限状態の原⼦核構造，量⼦⾊⼒学）。 池⽥陽⼀

宇宙物理理論 天体物理学（恒星・連星系の進化とその終末，超新星爆発のシミュレーションと元
素の起源，超⾼密度星の構造，ビッグバンモデルの検討と宇宙項） ⼭本⼀博 菅野美穂

粒⼦系理論物理学 粒⼦系物理学の理論的研究(ハドロン物理学，素粒⼦現象論，初期宇宙，弦理論，
数理物理学)。 ◆原⽥恒司 ◆⼤河内豊

◆⼩島健太郎

粒⼦物理学

素粒⼦実験 LHCをはじめとする最先端の加速器を⽤いた実験で，素粒⼦とその相互作⽤の研究を
⾏い，初期宇宙の謎に迫る。将来実験のための開発研究も⾏う。 川越清以 東城順治

◎吉岡瑞樹

実験核物理
原⼦核･ハドロン多体系の実験的研究（核反応，スピン核物理，重元素核，核内多体
相関，不安定核等），核物理の応⽤研究(天体核融合反応，加速器質量分析等），関
連する機器開発研究（加速器，粒⼦分析器，放射線検出器等）。九⼤内および学外の
加速器施設で実験する。

森⽥浩介
若狭智嗣

寺⻄⾼
坂⼝聡志
市川雄⼀

物性基礎論

統計物理学
・⾮平衡統計物理学の理論的研究。特に，破壊現象や粉体系・反応拡散系などのマ
クロ系の動⼒学。⾼分⼦物理，⽣物分⼦機械の統計物理。
・場の量⼦論による低次元量⼦系（スピン系，電⼦系）の研究。

野村清英

物性理論 ・不規則系，⾮平衡系，複雑系を中⼼とした凝縮系の理論的研究。溶液系の化学物
理と化学反応の理論的研究。 福⽥順⼀ 松井淳(講師)

凝縮系理論 固体表⾯の理論的研究。無限⾃由度量⼦系の数理的研究。 成清修

量⼦物性

磁性物理学 3d，4f電⼦に起因する新奇な量⼦現象や相転移の探索とそのメカニズムの解明およ
び新物質の開拓。希⼟類元素の価数揺動現象，遍歴電⼦磁性体の磁気熱量効果。 和⽥裕⽂ 光⽥暁弘

固体電⼦物性
ナノスケールで⼈⼯的に微細形状制御された伝導体，磁性体，超伝導体，及び，そ
れらの複合構造において発現する新奇なスピン流誘起物理現象の実験的探索。また，
それらを⽤いた新奇なスピン操作，スピン変換法の開発。

⽊村崇

★量⼦微⼩物性
微⼩極限の電⼦物性：原⼦レベル・ナノスケールの誘電体やその現象を原理的に研
究し新しい現象を探し解明する。本来電気伝導しないはずの絶縁体中の伝導や表⾯
の光や量⼦⼒学的効果等。

渡部⾏男

複雑物性

複雑物性基礎 ソフトマターおよび⽣命現象に関する実験的・理論的研究。光・電気を⽤いた新し
いメソスコピック物性測定法の開発および応⽤研究。 ⽊村康之 稲垣紫緒

複雑流体
複雑流体の相転移と臨界現象、⾮平衡ダイナミクスに関する研究。⼀次元ならびに
⼆次元拡散・反応系における⾃発的構造形成の実験的研究、アクティブマターの揺
らぎと秩序形成の動⼒学。

前多裕介

複雑⽣命物性
ソフトマターの柔らかさや複雑性の根源的理解を図るための、実験を主体とする
研究。例えば、⽣体物質(ソフトマター)に⽣命が宿る仕組みを、⾮平衡・⾮線形⼒
学を始めとする物理学の観点から探る。

⽔野⼤介

⼤学院理学府 物理学専攻



物理学専攻募集⼈員： 41名
願書受理期間：6⽉28⽇(⽉) ‒ 7⽉2⽇(⾦)午後5時まで
考査⽅法と⽇程：

⾃⼰推薦⼊試 8⽉ 7⽇(⼟) 
⼀般⼊試 8⽉25⽇(⽔)-27⽇(⾦)

物理学（⼒学，電磁気学，量⼦⼒学，熱・統計⼒学，物理数学など）
のうちから基礎的な事項について検査します。
過去問を「ホームページ」に掲載しているので、参考にしてください。

⼊学試験の概要

今年度は英語成績の学⼒検査を⾏いません。



⼝頭試問に関して

⼝頭試問受験資格者（当⽇9時に掲⽰）
8⽉27⽇(⾦) 午前9時30分から

⼝頭試問は第⼀志望，第⼆志望の専⾨分野
「それぞれ」で⾏う。



⾃⼰推薦⼊試に関して (その１)
•学内外の多くの学部・学科から優秀な資質を持つ
多様な学⽣を受け⼊れることを⽬的

•提出書類と⾯接試験のみによる審査

•第⼀志望の専⾨分野で試験を⾏うため, 試験内容は
専⾨分野によって異なる
• 専⾨分野ごとの主な内容はホームページで公開しています

•⾃⼰推薦は⼀般⼊試を免除するもので，⾃⼰推薦
⼊試で合格しなかった場合は⼀般⼊試を受験でき
ます



•⾃⼰推薦⼊試は必ず研究グループの
先⽣にコンタクトを取ってください．
•九州⼤学理学部物理学科（物理学コース）
を卒業・卒業⾒込みの者は、⾃⼰推薦⼊試
を受験できません。必ず⼀般選抜を受験し
てください。

希望する 希望しない
いずれかを○で囲むこと

⾃⼰推薦⽅式による選抜試験受験希望

⾃⼰推薦⼊試に関して (その２)



志望専⾨分野等調査票記⼊例１

• 第⼀志望専⾨分野が粒⼦宇宙論でその中の研究グループの志望順
位が，素粒⼦理論、理論核物理，宇宙物理理論，粒⼦系理論物理
学であり，第⼆志望の専⾨分野が粒⼦物理学（素粒⼦実験）の場
合．

志望専⾨分野 志望研究グループ

第1志望 粒⼦宇宙論
素粒⼦理論
理論核物理
宇宙物理理論
粒⼦系理論物理学

第2志望 粒⼦物理学 素粒⼦実験



志望専⾨分野等調査票記⼊例２

志望専⾨分野 志望研究グループ

第1志望 量⼦物性 磁性物理学
固体電⼦物性

第2志望 複雑物性
複雑物性基礎
複雑流体

複雑⽣命物性

第１志望として量⼦物性，第２志望として複雑物性を選択し，
第１志望専攻内グループの志望順位が磁性物理学，固体電⼦
物性の順，第２志望専攻内グループの順位が複雑物性基礎，
複雑流体である場合。



広域志望

•広域志望を希望すると，第⼀，第⼆志望
以外の専⾨分野で⼊学を認めることがある．

広 域 志 望 （いずれかを○で囲むこと）

希望する 希望しない



物理学専攻 化学専攻 地球惑星
科学専攻

大学院理学府

フロント・リサーチャー（FR）育成プログラム
アドバンスト・サイエンティスト（AS）育成プログラム

大学院教育プログラム

学府教育の横糸

専攻によらない共通の教育
（専攻横断型）

プログラム修了認定証

学位記：修士、博士(理学)

専攻教育

学府教育の
縦糸

専門科目の履修と
研究指導

・複数教員による
多面的な教育

・学生の志向に
合わせた教育

・国際化教育

24

専攻と大学院教育プログラム



大学院教育プログラム

• フロントリサーチャー育成プログラム
–先端的研究者の育成
•大学、公的研究機関、企業の基礎研究所等の
研究者

•研究・開発指向の学生対象のプログラム

• アドバンストサイエンティスト育成プログラム
–高度理学専門家の育成
•企業での研究開発者、官公庁の技術官、
教育機関の教員等の高度専門職業人

•社会での活躍を志向する学生対象のプログラム
25



学部・修⼠︓ 求⼈数 ＞＞ 就職希望者数

就職状況



2019年4⽉⼊社の就職先企業例

京セラ、東芝、新⽇鉄住⾦ソリューションズ、Ａ
ＧＣ、沖縄電⼒、ＮＴＴ⻄⽇本、全⽇本空輸、富
⼠通九州システムズ、ＮＥＣソリューションイノ
ベータ、ＳＣＳＫ、ＡＩＧ損害保険、アーステク
ニカ、リアルグローブ、アチーブメント、セック、
Ｓｉｍｐｌｅｘ、アスパーク、ＳＨＩＦＴ、警察
庁、気象庁、⽇本年⾦機構、製品評価技術基盤機
構、⽟川聖学院、筑紫台学園

過去の主な就職先

東芝、三菱電機、⽇⽴製作所、ＮＥＣ、⻑府製作所、旭化成、ＴＯＴＯ、ブリヂストン、
パナソニック、富⼠通、横浜ゴム、ソニー、オリンパス、⼤同⽕災海上保険、明治安⽥⽣
命、みずほ証券、⼤和証券、信越化学、ボッシュ、富⼠通、キャノン、ＮＥＣエレクトロ
ニクス、UFJ銀⾏、福岡銀⾏、広島銀⾏、新⽣銀⾏、四国電⼒、九州電⼒、ＮＴＴデータ、
Qtnet、⻄⽇本旅客鉄道、⽇本航空、ニコン、⽇⽴ソフトウェアエンジニアリング、⽇⽴
ディスプレイ、ソニーセミコンダクタ九州、 ⽇本電産、宮崎沖電気、⽇本学術振興会特
別研究員、⾼輝度光科学研究センター、⾼校教諭、公務員、理化学研究所、⼤学助教

就職状況



博⼠号取得者は「アカデミア」の道だけではない
n 「タフ」で「グローバル」な博⼠⼈材
n 産業界でも（グローバルな企業では特に）需要

ü 欧⽶の相⼿（パートナー）は博⼠号取得者
ü 好循環が回りつつある

博⼠課程

府川伊三郎；
「博⼠⼈材の積極的採⽤を」,
化学経済2008年2⽉号

九⼤物理で博⼠号取得



奨学⾦について
http://www.phys.kyushu-u.ac.jp/student/adviser.html



おわりに

• Webなどでいろいろ調べたり，直接コンタクトをとっ
たりして，⾃分にあった専⾨分野や研究グループを探
し，⾃分にあった⼊試⽅式を検討してください．

•私たちは幅広い⾃然科学の知識を持ち，向学⼼のある
みなさんの⼊学を待っています．


