
学部卒業・大学院修了後の進路状況12
平成22年度　学部卒業者の進路状況

平成22年度　修士課程修了者の進路状況

平成22年度　博士（後期）課程修了者及び単位取得退学者の進路状況

学　部
①

卒業者数
②＋④＋⑤

②大学院

進学者数
③

就職希望者数
④

就職決定者数
⑤

進学・就職
以外の者

④就職決定者　内訳
研修医

企業等 教員 公務員 その他

文学部 155 (112) 26 (14) 96 (77) 91 (72) 38 (26) 57 (49) 5 (4) 27 (17) 2 (2)
教育学部 54 (38) 27 (17) 22 (18) 21 (17) 6 (4) 13 (11) 8 (6)
法学部 209 (90) 47 (12) 133 (66) 133 (66) 29 (12) 74 (38) 57 (27) 2 (1)
経済学部 255 (75) 16 (3) 212 (68) 197 (62) 42 (10) 161 (50) 1 28 (10) 7 (2)
理学部 277 (67) 217 (45) 44 (17) 37 (17) 23 (5) 22 (13) 7 (2) 7 (2) 1
医学部 259 (114) 39 (13) 195 (90) 192 (90) 28 (11) 189 (88) 3 (2) 85 (10)
歯学部 62 (23) 1 56 (22) 56 (21) 5 (2) 56 (21) 56 (21)
薬学部 52 (17) 41 (16) 3 (1) 2 (1) 9 1 1 (1)
工学部 842 (76) 705 (47) 116 (25) 113 (24) 24 (5) 88 (16) 23 (8) 2
芸術工学部 188 (73) 104 (33) 60 (31) 60 (31) 24 (9) 58 (30) 2 (1)
農学部 236 (105) 166 (69) 60 (32) 57 (30) 13 (6) 35 (17) 22 (13)
21世紀プログラム課程 19 (13) 6 (4) 7 (4) 7 (4) 6 (5) 6 (4) 1

計 2,608 (803) 1,395(273) 1,004 (451) 966(435) 247 (95) 760(337) 13 (6) 177 (86) 16 (6) 141 (31)

学　府
①

修了者数
②＋④＋⑤

②大学院
(博士後期課程)

進学者数
③

就職希望者数
④

就職決定者数
⑤

進学・就職
以外の者

④就職決定者　内訳
企業等 教員 公務員 その他

人文科学府 26 (12) 16 (6) 6 (3) 3 (2) 7 (4) 1 1 (1) 1 (1)
比較社会文化学府 49 (32) 21 (15) 10 (5) 10 (5) 18 (12) 5 (3) 1 2 2 (2)
人間環境学府 133 (58) 21 (8) 79 (31) 79 (30) 33 (20) 62 (19) 2 (2) 13 (9) 2
法学府 61 (28) 7 (4) 38 (17) 38 (17) 16 (7) 19 (9) 17 (7) 2 (1)
法務学府 95 (26) 2 (1) 1 94 (26) 1
経済学府 82 (31) 5 (3) 58 (17) 53 (14) 24 (14) 40 (11) 12 (3) 1
理学府 117 (16) 14 93 (14) 91 (14) 12 (2) 77 (10) 4 (2) 7 (2) 3
数理学府 57 (5) 12 (2) 42 (3) 40 (3) 5 25 (3) 10 5
システム生命科学府 49 (16) 45 (14) 42 (14) 7 (2) 32 (13) 1 7 (1) 2
医学系学府 64 (35) 11 (6) 46 (26) 46 (26) 7 (3) 43 (24) 2 (2) 1
薬学府 60 (25) 10 (3) 47 (20) 47 (20) 3 (2) 37 (19) 4 6 (1)
工学府 400 (34) 47 (4) 352 (30) 350 (28) 3 (2) 334 (27) 11 (1) 5
システム情報科学府 171 (10) 15 148 (7) 148 (7) 8 (3) 138 (6) 5 5 (1)
総合理工学府 202 (11) 23 (4) 175 (7) 174 (7) 5 170 (7) 4
生物資源環境科学府 217 (77) 31 (14) 170 (58) 162 (51) 24 (12) 128 (38) 5 (2) 29 (11)
芸術工学府 134 (47) 14 (5) 102 (35) 101 (35) 19 (7) 95 (33) 2 (2) 2 2
統合新領域学府 52 (21) 9 (3) 40 (15) 38 (15) 5 (3) 36 (13) 1 (1) 1 (1)

計 1,969 (484) 256 (77) 1,453 (303) 1,423 (288) 290 (119) 1,243(235) 28 (11) 121 (36) 31 (6)

学　府
①修了者・単位
取得退学者数

②＋③
②

就職決定者数
③

就職以外の者
②就職決定者　内訳

研修医
企業等 教員 公務員 その他

人文科学府 19 (9) 4 (3) 15 (6) 1 (1) 3 (2)
比較社会文化学府 28 (16) 20 (9) 8 (7) 12 (7) 3 (1) 2 3 (1)
人間環境学府 45 (17) 12 (5) 33 (12) 5 (2) 7 (3)
法学府 12 (3) 4 (2) 8 (1) 4 (2)
経済学府 13 (3) 4 (1) 9 (2) 1 (1) 2 1
理学府 37 (10) 13 (3) 24 (7) 13 (3)
数理学府 11 (4) 3 8 (4) 1 1 1
システム生命科学府 19 (4) 8 (1) 11 (3) 7 (1) 1
医学系学府 116 (27) 105 (22) 11 (5) 91 (20) 12 (1) 2 (1)
歯学府 49 (24) 41 (20) 8 (4) 40 (20) 1 6(2)
薬学府 27 (4) 11 (1) 16 (3) 4 4 (1) 3
工学府 102 (10) 90 (7) 12 (3) 68 (4) 15 (3) 2 5
システム情報科学府 28 (2) 23 5 (2) 18 5
総合理工学府 35 (7) 29 (5) 6 (2) 24 (3) 4 (2) 1
生物資源環境科学府 64 (13) 40 (9) 24 (4) 22 (6) 11 (2) 6 (1) 1
芸術工学府 21 (10) 14 (8) 7 (2) 4 (3) 6 (4) 2 (1) 2

計 626 (163) 421 (96) 205 (67) 311 (71) 78 (21) 16 (3) 16 (1) 6 (2)

※（　）は，女子の内数

※（　）は，女子の内数

※（　）は，女子の内数

※「⑤進学・就職以外の者」は司法試験等国家試験準備，専門学校生，研究生等
　「研修医」は④就職決定者の内訳で企業等に含み，内数

※専門職学位課程を含む ※「⑤進学・就職以外の者」は研究生、無給の訪問研究員等
　法務学府の「⑤進学・就職以外の者」は司法試験等国家試験準備を含む

※「③就職以外の者」は日本学術振興会の特別研究員，無給の訪問研究員，研究生等
　「研修医」は②就職決定者の内訳で企業等に含み，内数

（修士・博士前期課程）

（平成23年5月1日現在）

（平成23年5月1日現在）

（平成23年5月1日現在）
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学部卒業・大学院修了後の進路状況 12
平成22年度　卒業生の主な就職先

学　部

※主な就職先：概ね10社程度を就職者数が多い順（同数の場合は五十音順）に掲載。
　民間，学校，公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

学　　部 種　　別 主　な　就　職　先

文学部

民間 西日本シティ銀行，富士通，エイチ・アイ・エス，エヌ・ティ・ティ・データ，住友金属工業，武田薬品工業，
トヨタコミュニケーションシステム，ニトリ，ベネッセコーポレーション，郵便局

学校（教員含む） 嘉穂高等学校，唐津商業高等学校，精華女子高等学校，中村学園高等学校，
福岡大学附属若葉高等学校

公務員 福岡市，北九州市，福岡県，朝倉市，大分県，久留米市，大分市，小郡市，福岡県学校事務，宮崎市

教育学部
民間 ＮＴＴマーケティングアクト，西沢本店，西日本シティ銀行，西松屋チェーン，はせがわ，日水コン，

日立製作所，福岡中央銀行，山田養蜂場，悠香
学校（教員含む） 九州大学
公務員 福岡県，北九州市，熊本県，熊本市，篠栗町，福岡市，宮崎県

法学部

民間 九州電力，トヨタ自動車，東芝，肥後銀行，福岡銀行，三井住友銀行，大林組，川崎重工業，
九州旅客鉄道，サントリーホールディングス

学校（教員含む） 九州大学，熊本大学，福岡大学

公務員 福岡市，福岡県，大分地方裁判所，鹿児島市，福岡家庭裁判所，熊本市，財務省財務局，総務省，
福岡地方裁判所，法務省

経済学部

民間 福岡銀行，エヌ・ティ・ティ・ドコモ，山口銀行，三菱電機，九州電力，東京海上日動火災保険，
野村證券，東芝，トヨタ自動車九州，日本政策金融公庫

学校（教員含む） 熊本大学，八代高等学校

公務員 福岡県，鹿児島県，太宰府市，日本年金機構，福岡国税局，鹿児島市，九州財務局，福岡県警，
宮崎市，門司税関

理学部

民間 英進館，アステラス製薬，翔薬，住友信託銀行，西日本鉄道，西日本電信電話，日本生命保険，
三井住友トラスト・グループ，三菱電機，三菱レイヨン

学校（教員含む） 小倉高等学校，博多青松高等学校，福岡県教諭（講師），三池高等学校，明善高等学校，
山口県立高等学校

公務員 奄美市，鹿児島県警，気象庁，筑後市，中津市，兵庫県立洲本高等学校，福岡県，
福岡県（筑後農林事務所南筑後普及指導センター），福岡市教職員，福岡市中学校教諭

医学部医学科

民間 九州厚生年金病院，飯塚病院，九州中央病院，済生会福岡総合病院，浜の町病院，大分赤十字病院，
新日鉄八幡記念病院，大分中村病院，熊本赤十字病院，虎の門病院

学校（教員含む） 九州大学病院

公務員
国立病院機構福岡東医療センター，国立病院機構長崎医療センター，中津市民病院，
北九州市立医療センター，佐賀県立病院好生館，大分県立病院，県立宮崎病院，
国立国際医療研究センター，国立病院機構九州医療センター，福岡市民病院

医学部保健学科

民間
九州厚生年金病院，九州中央病院，高邦会高木病院，済生会福岡総合病院，新日鐵八幡記念病院，
日本赤十字社福岡赤十字病院，池友会福岡和白病院，大成会福岡記念病院，
徳洲会福岡徳洲会病院，日本赤十字社唐津赤十字病院

学校（教員含む）
九州大学病院，福岡大学病院，久留米大学病院，佐賀大学医学部附属病院，
東京大学医学部附属病院，長崎大学病院，鹿児島大学病院，熊本大学医学部附属病院，
慶應義塾大学病院，自治医科大学附属病院

公務員
国立病院機構九州ブロック，福岡市（保健師），大牟田市立病院，粕屋町，
神戸市立医療センター中央市民病院，国立病院機構九州医療センター，
国立病院機構九州がんセンター，国立病院機構小倉医療センター，国立病院機構嬉野医療センター

歯学部

民間 歯友会赤羽歯科，聖マリア病院

学校（教員含む）
九州大学病院，福岡大学病院，香川大学医学部附属病院歯科口腔外科，九州歯科大学，熊本大学，
熊本大学病院，久留米大学病院，産業医科大学病院，東京医科歯科大学歯学部附属病院，
山口大学医学部附属病院

公務員 国立病院機構九州医療センター，国立病院機構熊本医療センター
薬学部 民間 塩野義製薬，永冨調剤薬局

工学部
民間 九電工，今治造船，九州電力，佐世保重工業，西日本電信電話，本田技研工業，キヤノン，清水建設，

東芝，安川電機

公務員 大分県，鹿児島市，国土交通省，福岡市，北九州市，九州管区警察局，東京都，広島市，福岡県，
宮崎市

芸術工学部
民間

ＫＤＤＩ，サイバーコネクトツー，ゼネラルアサヒ，新日本製鐵，日本放送協会（ＮＨＫ），
パナソニック電工ホームエンジニアリング，日立製作所，福岡空港ビルディング，
富士フイルムソフトウエア，本田技研工業

公務員 大分市，春日市

農学部
民間 福岡銀行，室町ケミカル，Ｆコープ生活協同組合，麒麟麦酒，第一三共，帝人，東洋新薬，

日本自動車連盟，山崎製パン，ヤンマー建機

公務員 福岡県，熊本県，農林水産省植物防疫所，福岡市，大分県，北九州市，佐賀県，
農林水産省関東農政局，広島市，山口市

21世紀
プログラム課程 民間 大分銀行，総合メディカル，テレビ東京ブロードバンド，東レ，トライグループ，三菱重工業，

ワークスアプリケーションズ
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学部卒業・大学院修了後の進路状況12
平成22年度　修了生の主な就職先

修　士

※主な就職先：概ね10社程度を就職者数が多い順（同数の場合は五十音順）に掲載。民間，学校，公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

学　　府 種　　別 主　な　就　職　先

人文科学府
民間 天津一汽トヨタ自動車（中国）
学校（教員含む） 福岡舞鶴高等学校
公務員 福岡市

比較社会文化学府
民間 ＮＳＳ，セントラルソフト，西日本シティ銀行，日航ホテル，ローソン
学校（教員含む） 東京都教諭
公務員 韓国観光公社，国際交流基金日本語試験センター，コソボ大使館

人間環境学府

民間 竹中工務店，大林組，清水建設，大成建設，福岡地所，西日本旅客鉄道，日本設計，ＬＧ電子，
鹿島建設，コクヨ

学校（教員含む） 九州大学健康科学センター，福岡市立西新小学校，福岡市立福岡中央特別支援学校，福岡女学院幼稚園

公務員 福岡市，福岡県，香川県，鹿児島市，京都市，熊本市子ども未来局子ども育成部子ども発達支援センター，
警察庁，福岡市教育委員会指導部教育相談課，福岡市子ども総合相談センター，三宅村

法学府
民間 アリアーヌ，アリコジャパン，大塚・木梨国際法律事務所，日鐵住金建材，安川電機，楽天
公務員 大分市，外務省在外公館，福岡県，福岡市，福岡法務局，宮崎県

経済学府

民間 日興コーディアル証券，ヤマダ電機，コカ・コーラウエスト，ＪＴＢ九州，ゼンリン，ソフトバンクＢＢ，
ＤＮＰ西日本，ＴＯＴＯ，西日本鉄道，三菱重工業

学校（教員含む） 九州大学知的財産本部

公務員 福岡市，福岡県，基山町，熊本県土木部，久留米市，国土交通省九州地方整備局，佐賀県，
福岡県保健環境研究所，福岡国税局

理学府

民間 荒川化学工業，宇宙技術開発，住友化学，東芝，日本触媒，日立製作所，富士通，旭化成，出光興産，クラレ
学校（教員含む） 佐賀県公立高等学校教諭，精華女子高等学校，本郷学園，早稲田佐賀中学校・高等学校

公務員 福岡市，宇美町，関東管区警察局神奈川県情報通信部，気象庁，北九州市，佐賀県，静岡県，
日本原子力研究開発機構，広島市

数理学府
民間 日本政策投資銀行，富士通九州ネットワークテクノロジーズ，アサヒビール，かんぽ生命保険，新日鉄ソリューションズ，

東芝テック，ニトリホールディングス，農林中央金庫，日立情報制御ソリューションズ，富士通九州システムズ

学校（教員含む） 愛知県立高等学校教諭，川島学園舞鶴高等学校，九州産業高等学校，熊本県教育委員会，
福岡県教育委員会，福岡県立高等学校数学教諭，山口高川学園，早稲田佐賀中学校・高等学校

システム生命科学府
民間 旭化成，アース製薬，旭化成ファーマ，オムロン，キリンビール，資生堂，日産化学工業，久光製薬，

三菱ガス化学，ユニ・チャーム
学校（教員含む） 佐賀県高等学校教諭
公務員 佐賀市，長崎県，福岡県警，福岡市衛生管理，福岡市，熊本市

医学系学府
（医科学，医療経営・
管理学，保健学専攻）

民間 千代田テクノル，熊本機能病院，浜の町病院，天草セントラル病院，大分県済生会日田病院，
社会保険久留米第一病院，総合せき損センター，日立ハイテクノロジーズ，祐徳薬品工業，リクルート

学校（教員含む） 九州大学病院，慶應義塾大学病院，鹿児島大学，鹿児島大学医学部・歯学部附属病院，
熊本大学医学部附属病院，久留米大学，産業医科大学病院，慈恵大学，福岡大学病院，安田女子大学

公務員 大牟田市立病院，国立病院機構九州医療センター附属福岡看護助産学校，国立病院機構肥前精神医療
センター，千葉県がんセンター，長崎市，福岡市城南区保健福祉センター，藤枝市立総合病院，三重県

薬学府
民間 総合メディカル，大日本住友製薬，大鵬薬品工業，東洋新薬，ヤクルト，化学及血清療法研究所，

キューピー，ジョンソン・エンド・ジョンソンメディカルカンパニー，東レ，ミツカングループ本社
学校（教員含む） 九州大学病院，岡山大学病院，岐阜大学医学部附属病院，九州大学医学部附属病院薬剤部
公務員 大分県，鹿児島県，厚生労働省，佐賀県立病院好生館，佐世保市

工学府

民間 三菱重工業，川崎重工業，トヨタ自動車，九州電力，ＪＦＥスチール，新日本製鐵，京セラ，三菱電機，
宇部興産，九州旅客鉄道

学校（教員含む） 九州大学

公務員 福岡市，国土交通省，鉄道建設・運輸施設整備支援機構，日本原子力研究開発機構，
宇宙航空研究開発機構，佐賀市，志免町，石油天然ガス金属鉱物資源機構，広島市，福岡県

芸術工学府
民間 サン・アド，ゼンリン，ダイキン工業，トヨタ自動車，ニトリ，日本放送協会（ＮＨＫ），日立情報システムズ，

富士通九州ネットワークテクノロジーズ，楽天，リクルート
学校（教員含む） 大分県立大分鶴崎高等学校，佐賀県公立学校
公務員 大阪市，福岡市，水資源機構

システム情報科学府
民間 九州電力，三菱電機，日立製作所，エヌ・ティ・ティ・データ，三菱重工業，エヌ・ティ・ティ・ドコモ，

デンソー，東芝，パナソニックシステムネットワークス，富士通
公務員 特許庁，厚生労働省，古賀市，佐賀県（佐賀県工業技術センター）

総合理工学府
民間 三菱重工業，三菱電機，九州電力，新日本製鐵，東芝，本田技研工業，三洋電機，トヨタ自動車，

トヨタ自動車九州，日立製作所
公務員 福岡市，鹿児島県，韓国海洋研究所（韓国），警視庁

生物資源環境
科学府

民間 日本たばこ産業（ＪＴ），花王，化学及血清療法研究所，伊藤園，王子製紙，キューサイ，
食品環境検査協会，住友林業，大和製罐，ニトリ

学校（教員含む）
大阪府教育委員会，九州大学大学院農学研究院遺伝子資源開発研究センター，Kasetsart University（タイ），
National University of Laos（ラオス），Hanoi University of Agriculture Faculty of Veterinary Medicine（ベトナム），
Hue University（ベトナム），University of Science， Vietnam National University（ベトナム）

公務員 福岡市，農林水産省，福岡県，鹿児島市，熊本県，厚生労働省，佐賀県，須恵町，長崎県，
農林水産消費安全技術センター

統合新領域学府
民間 日産自動車，トヨタ自動車，日立オートモーティブシステムズ，花王，川崎重工業，

コニカミノルタビジネステクノロジーズ，ダイハツ工業，富士通テン，マツダ，楽天
学校（教員含む） 熊本大学医学部附属病院
公務員 福岡市
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学部卒業・大学院修了後の進路状況 12
平成22年度　修了生の主な就職先

博　士 （後期）

※主な就職先：概ね10社程度を就職者数が多い順（同数の場合は五十音順）に掲載。民間，学校，公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

学　　府 種　　別 主　な　就　職　先

人文科学府 学校（教員含む） 九州共立大学，九州産業大学基礎教育センター，長崎外国語大学，福岡大学

比較社会文化学府

民間 スタンダードカンパニー，電通，トルコ航空

学校（教員含む）
九州大学（学術研究員），久留米大学（非常勤講師），鹿児島女子短期大学，九州大学（COEテクニカルスタッフ），
佐賀県教育委員会，佐世保工業高等専門学校，第一工業大学，福岡工業大学（非常勤講師），
福岡工業大学附属城東高等学校（非常勤講師），都城市教育委員会

公務員 北九州市立いのちのたび博物館，国際交流基金，在中国日本国大使館（外務省）

人間環境学府

民間 ＪＡＣＦＡ

学校（教員含む） 九州大学（学術研究員），九州大学人間環境学府附属総合臨床心理センター，島根大学，
旭学園佐賀女子短期大学，ＪＡＣＦＡ，別府大学短期大学部，保健医療経営大学，横浜市立中学校教諭

公務員 日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター
法学府 学校（教員含む） 九州大学，山口大学，琉球大学
経済学府 学校（教員含む） 九州大学，下関市立大学

理学府

民間 カネカ，クラシエフーズ，大日本住友製薬，電気化学工業，日本ミシュランタイヤ，三井化学，武藤工業

学校（教員含む） 九州大学，九州大学イノベーション人材養成センター学術研究員，
九州大学理学研究院（テクニカルスタッフ），京都大学，京都大学化学研究所

公務員 熊本県，特許庁

数理学府
民間 富山化学工業，日本電信電話
学校（教員含む） 大阪大学大学院基礎工学研究科助教

システム生命科学府
民間 テルモ，東京動物園協会，フォーディズ
学校（教員含む） 九州大学，九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点，京都大学

医学系学府
（医科学，医療経営・
管理学，保健学専攻）

民間 九州中央病院，九州厚生年金病院，直方中央病院，広島赤十字・原爆病院，福岡赤十字病院，
雪の聖母会聖マリア病院，大塚製薬，九州労災病院，済生会福岡総合病院，三菱化学メディエンス

学校（教員含む）
九州大学病院（医師），九州大学医学研究院（学術研究員），九州大学医学研究院（助教），九州大学生体
防御医学研究所（学術研究員），九州歯科大学，九州大学医学研究院（テクニカルスタッフ），九州大学環境
発達研究センター（研究員），九州大学病院（教員），熊本保健科学大学，高知女子大学

公務員
国立病院機構大牟田病院，国立国際医療研究センター，下関市立中央病院、医薬品医療機器総合機構，
県立宮崎病院，国立病院機構九州医療センター，国立病院機構九州がんセンター，東京都福祉保健局，
福岡市民病院，理化学研究所

歯学府

民間 味の素，鳥谷歯科医院，大隅鹿屋病院，ごとう歯科，佐世保共済病院，てらさき歯科，中村歯科医院，
船津歯科医院，屋久島徳州会病院

学校（教員含む） 九州大学病院，九州大学，九州大学病院顎口腔外科，朝日大学歯学部，九州大学歯科研究院口腔機能修復
学講座インプラント・義歯補綴学分野，九州大学病院歯周病科，九州大学病院歯内治療科，中国医科大学

公務員 北九州市立総合療育センター

薬学府

民間 日本ベーリンガーインゲルハイム

学校（教員含む） 九州大学，九州大学病院，久留米大学医学部免疫学講座，東北薬科大学，長崎国際大学，Faculty of 
Pharmaceutical Sciences，Minia Univesｉty（デンマーク），University Technology of Mara（マレーシア）

公務員 医薬品医療機器総合機構，自然科学研究機構基礎生物学研究所

工学府

民間 三菱重工業，ＪＦＥスチール，大日本塗料，名村造船所，川崎造船，キッコーマン，神戸製鋼所，間組，
半導体エネルギー研究所，本田技術研究所

学校（教員含む）
九州大学，ガジャマダ大学（インドネシア），奈良先端科学技術大学院大学，有明工業高等専門学校，
大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻，鹿児島大学，京都大学大学院理学研究科附属地球熱
学研究施設火山研究センター，東京工業大学，フランクフルト大学，北海道大学

公務員
医療品医療機器総合機構，宇宙航空研究開発機構，宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所月・惑星探査グループ，
雇用・能力開発機構九州職業能力開発大学校，産業技術総合研究所，長崎県窯業技術センター，
National Reseach institure of Astronomy and Geophysics（エジプト），日本原子力研究開発機構，防衛省

芸術工学府
民間 安達公認会計士事務所，Apple Store 福岡天神，ギャラリー「風向」（自営業），ネプロアイティ，

Manycolors，吉田博則事務所
学校（教員含む） 九州大学，純真学園大学，西南女学院大学，崇城大学，富山大学，西九州大学
公務員 厚生労働省，長崎県

システム情報科学府
民間

インテリジェントセンサーテクノロジー，九州先端科学技術研究所システムLSI研究室，KDDI，小松製作所，
シャープ，住友電工システムソリーション，鉄道総合技術研究所，デンソー，
日本電気サービスプラットフォーム研究所，三菱電機

学校（教員含む） ガジャマダ大学（インドネシア），G.B.パント農工大学（インド），筑波大学，マレーシア大学ペルリス校，ミニア大学（エジプト）
公務員 財務省関税中央分析所，情報通信研究機構ネットワークセキュリティ研究所

総合理工学府

民間 コマツ，住友化学，西部技研，ダイセル化学工業，武田薬品工業，電力中央研究所，東芝，日産自動車，
三井金属鉱業，八千代エンジニヤリング

学校（教員含む） 九州大学，九州大学先導物質化学研究所，大連理工大学（中国），北京理工大学（中国）

公務員 石川県水産総合センター，煙台海岸帯研究所（中国），科学技術振興機構，日本原子力研究開発機構，Far Eastern 
Regional Hydrometeorolpgical Research Institute（ロシア），Mimistry of Higher Education．Tumisia（チュニジア）

生物資源環境
科学府

民間 鹿島道路，生晃栄養薬品，日東紡績，日本生物製剤，Biomaterial in Tokyo，メルシャン

学校（教員含む）
Bangladesh Agricultural University（バングラデシュ），Faculty of Agriculture，Suez Canal University

（エジプト），Chungnam National University，College of Medicine（韓国），
大分大学医学部医学系研究科環境・予防医学講座，九州大学学術研究員，九州大学技術専門職員，
九州大学農学研究院，九州大学理学研究院，東北林業大学（中国），長崎大学水産学部

公務員
Institute of Technology， Sepuluh Nopember（インドネシア），湖北省林業庁林木種苗管理ステーション

（中国），佐賀県茶業試験場，日本学術振興会特別研究員，農業・食品産業技術総合研究機構，農林水産省，
農林水産省植浜植物防疫所，福岡県，福岡県保健環境研究所，理化学研究所
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