
⼀関⾼専⼤学院説明会
総合研究⼤学院⼤学（総研⼤）
⾼エネルギー加速器科学研究科

副研究科⻑ 本⽥ 融
2020年12⽉22⽇ 15:10~ リモート接続にて



本⽇の説明者
•加速器科学研究へのお誘い
加速器科学専攻 紙⾕ 琢哉 専攻⻑

•素粒⼦原⼦核専攻は皆さんが活躍できる場を提
供します
素粒⼦原⼦核専攻 ⽥中 真伸 副専攻⻑

•量⼦ビームを使った物質・⽣命研究
物質構造科学専攻 熊井 玲児 専攻⻑

•質問・懇談コーナー
加速器科学専攻 D2 阿部 優樹

（⼀関⾼専 専攻科 令和元年卒）



Youtube KEK Channel (https://youtu.be/Ktki-e9HKSI)



総合研究⼤学院⼤学
（総研⼤・SOKENDAI）

•学部を持たない、国⽴の⼤学院⼤学
•五年⼀貫制博⼠課程（三年次編⼊あり）
•世界トップレベルの研究機関で博⼠研究
者を育てる

国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学

ü 教育の現場は世界トップレベルの研究機関（⼤学共同利⽤機関）
ü 「⾼い専⾨性」と「広い視野」を持った⼀流の研究者を養成
ü 国際的な研究拠点の第⼀線で活躍する研究者集団と⽇常的に接す
る理想的な教育研究環境



⽇本の⼤学院⼤学
•国⽴

• 総合研究⼤学院⼤学 (SOKENDAI) 約550名
• 北陸先端科学技術⼤学院⼤学 (JAIST) 約800名
• 奈良先端科学技術⼤学院⼤学 (NAIST) 約1000名

•私⽴
• 沖縄科学技術⼤学院⼤学 (OIST) 約200名
• 光産業創成⼤学院⼤学 約30名
など

五年⼀貫制のみは総研⼤とOIST
（総研⼤は修⼠号を取得しての進路変更も選択可能）
JAIST, NAISTは五年⼀貫コースも選択できる
光産業創成は後期博⼠課程のみ



⼤学共同利⽤機関 と 総研⼤
最先端・トップレベルの学術研究を⾏う⽂科省の研究機関

Ø⾼エネルギー加速器研究機構（ＫＥＫ）
（茨城県 つくばキャンパス 東海キャンパス 職員数900名）

n⾼エネルギー加速器科学研究科 学⽣約60名：教員約350名
n加速器科学専攻
n素粒⼦原⼦核専攻
n物質構造科学専攻

Ø核融合科学研究所 （岐⾩県⼟岐市）
n核融合科学専攻

Ø分⼦科学研究所 （愛知県岡崎市）
n機能分⼦・構造分⼦科学専攻

Ø国⽴天⽂台 （東京都、ハワイ、チリ））
n天⽂科学専攻

Ø宇宙科学研究所（ＪＡＸＡ）（神奈川県相模原市）
n宇宙科学専攻



KEK（⾼エネルギー加速器研究機構）

つくばキャンパス（1 km X 1.7 km）

世界最⾼性能の⾼エネルギー加速器(SuperKEKBやJ-PARC)、⼤規模な放射光源
加速器(PF, PF-AR)、⻑尺の直線加速器(LINAC)のほか、数々の開発⽤加速器を
持つ⽇本で唯⼀の研究所：KEKならではの素粒⼦物理・原⼦核物理や物質・
⽣命の研究を展開している。
全国から興味を持つ若者が集う： ⾼専（専攻科）→総研⼤⼊学・技術職

学位取得後 →研究者（公募）・技術職



KEKでの⾼専出⾝者の活躍状況
•技術職員（在職約150名中）

• 約30名
•総研⼤⾼エネ研究科⼊学者の増加
（全⼊学者数は各年10名程度）
• 2017年〜2021年⾼専出⾝者の総数 5名
• 2000年〜2015年⾼専出⾝者の総数 6名

•教員（在職約350名中）
• 5名



5年⼀貫制博⼠課程の⼊試
u素粒⼦原⼦核専攻（理論部⾨・実験部⾨）
u加速器科学専攻

• ⼀般⼊試（願書受付7⽉半ば）
• 筆記試験・⾯接 8⽉後半
• 数学・英語・物理学系専⾨科⽬

ü素核理論は量⼦⼒学・統計⼒学が必修

u物質構造科学専攻（→⾯接による選考）
• 願書受付 6⽉初旬・7⽉中旬・12⽉中旬

u加速器科学専攻の特別⼊試（→⾯接による選考）
• 願書受付 6⽉初旬
• ⾯接試験 6⽉末（⼀般⼊試の出願前に合否確定）



2021年の⾼エネ研究科⼤学院説明会
（説明会と進学相談）

• 2021年3⽉6⽇（⼟）オンライン開催決定
• 2021年6⽉5⽇（⼟）
オンライン or 東京（千代⽥区⼀ツ橋 ⼀橋講堂）

• 2021年7⽉7⽇（⽔）
• オープンキャンパス（KEKつくばキャンパス）旅費⽀給あり
or オンライン開催

（詳細は決まり次第⾼エネ研究科のホームページに掲⽰）

l個別の進学相談・研究所⾒学に対応します（旅費⽀給します）



KEKでのインターンシップ
⾼専インターンシップ ： 期間、⽇時は個別に応相談
問合せ先：KEK⼤学院教育係(kyodo2@kek.jp)

l 加速器科学専攻（テーマの例）
Ø 加速器で学ぶ⼤規模システムのリアルタイム制御
Ø 電⼦・陽電⼦を加速する⾼周波加速技術
Ø ニオブ製超伝導空洞の低温計測技術

l 物質構造科学専攻（テーマの例）
Ø 蛋⽩質の⽴体構造と⽣物の複雑な仕組み
Ø ⾼性能永久磁⽯開発の基盤となる観察技術

l 素粒⼦原⼦核専攻（テーマの例）
Ø ミューオン崩壊電⼦エネルギー測定検出器の開発
Ø ⾒えない宇宙線の⾶跡を「⾒る」
Ø ニュートリノ検出⽤液体アルゴンTPC３次元⾶跡検出器の開発



2022年採⽤KEK技術職員
1 Day 仕事体験 （リモート）
2021年1⽉4⽇締切、メールにて応募 （KEK⼈事係: jinji2@ml.post.kek.jp）

注）例年は2⽉と9⽉に3⽇〜5⽇コースのインターンシップが実施される

mailto:jinji2@ml.post.kek.jp


KEKでは⾃⽴した学⽣⽣活をおくれます
研究補助・生活支援制度の充実

（１）Research Assistant 制度 （全員）

・年間授業料相当の給与をKEKから支給

・職員宿舎の貸与も可能

（２）国内出張旅費補助

（３）授業料免除制度（全額・半額）

（４）奨学金返還免除制度

（５）SOKENDAI研究派遣プログラム

海外インターンシップや国際学会への派遣

（⾼い確率で派遣が認められている）



FACT SHEET

国内外から約100名の
⼤学院⽣を受け⼊れ

2020年度⼊学者状況（合計 91名）
(4⽉⼊学者）

留学⽣⽐率は
約30%

2020/5/1現在
留学⽣⽐率（合計学⽣数：543名）

修了⽣の多くが
研究者に

修了10年後の職種
（2001年〜2008年の修了者713名の10年後の追跡調査結果）

（FACTBOOK2020（総研⼤））

47名
(51.7%)

5名
(5.5%)

33名
(36.0%)

8名
(8.8%)

1名
(1.1%)

合計
91名

2020年4⽉⼊学者

国⽴⼤学

公⽴⼤学

私⽴⼤学

海外⼤学

⾼専等

157名
(31.0%)

387名
(69.0%)

留学⽣

⽇本⼈学
⽣

541名
(75.9%)

21名
(3.0%)

106名
(14.9%)

研究職

専⾨職
技術職

その他
未定等

45名
(6.3%)



SOKENDAI

相模湾

富⼠⼭

江ノ島

総研⼤本部
葉⼭キャンパス

丹沢伊⾖半島

湘南国際村

⼀⾊海岸

逗⼦海岸

鎌倉

真鶴半島

由⽐ガ浜

藤沢

逗⼦森⼾海岸

七⾥ガ浜



backup



総研⼤⾼エネ研究科 問合せ先⼀覧
•総研⼤⾼エネ研 http://kek.soken.ac.jp/sokendai/

• KEK⼤学院教育係 kyodo2@kek.jp
• 磯研究科⻑ satoshi.iso@kek.jp
• 本⽥副研究科⻑ tohru.honda@kek.jp

•加速器科学専攻 https://www2.kek.jp/accl/sokendai/
• 紙⾕専攻⻑ takuya.kamitani@kek.jp

•素粒⼦原⼦核専攻 http://kek.soken.ac.jp//pn/
• ⻄村専攻⻑（理論） jnishi@post.kek.jp
• ⽥中副専攻⻑（実験）manobu.tanaka@kek.jp

•物質構造科学専攻 https://www2.kek.jp/imss/education/sokendai/
• 熊井専攻⻑ reiji.kumai@kek.jp

mailto:kyodo2@kek.jp
mailto:satoshi.iso@kek.jp
mailto:tohru.honda@kek.jp
mailto:takuya.kamitani@kek.jp
mailto:jnishi@post.kek.jp
mailto:manobu.tanaka@kek.jp


KEK職職場体験 問合せ先
• https://www.kek.jp/ja/jobs/internship20-2/

• KEK⼈事係 jinji2@ml.post.kek.jp
• KEK技術調整役⽥中賢⼀ kenichi.tanaka@kek.jp

https://www.kek.jp/ja/jobs/internship20-2/
mailto:jinji2@ml.post.kek.jp
mailto:kenichi.tanaka@kek.jp

