
平成30年3月31日現在
　☆女子学生

第14期：平成２９年度2017(30人)佐野専攻科長
機械･環境システム工学専攻（15人)　名木野専攻主任 電気電子情報工学専攻(15人)　嶋田専攻主任
九州大学大学院工学府機械工学専攻 九州大学大学院システム情報科学府情報知能工学専攻（２人）

☆ 長岡技術科学大学大学院工学研究科環境社会基盤工学課程専攻 ☆ 九州大学大学院システム情報科学府情報学専攻
北海道大学大学院工学研究院機械宇宙工学専攻
ANAベースメンテナンステクニクス株式会社

大分キヤノン株式会社（２人） 奈良先端科学技術大学院大学情報科学研究科（２人）
☆ 九州建設コンサルタント株式会社 株式会社アドバンテスト

株式会社京製メック 株式会社協和エクシオ
竹田設計工業株式会社 株式会社資生堂

☆ 株式会社日建コンサルタント 住友電気工業株式会社
パナソニック株式会社アプライアンス社 ☆ DIC株式会社
大分県 国立大学法人長岡科学技術大学技術職員
大分市 株式会社モビテック
佐伯市（2人） リコージャパン株式会社

第13期：平成２８年度2016(31人)佐野専攻科長
機械･環境システム工学専攻（18人)　尾形専攻主任 電気電子情報工学専攻(12人)　本田専攻主任
九州大学大学院　工学府航空宇宙工学専攻 九州大学大学院　システム情報科学府電気電子工学専攻
九州大学大学院　工学府建設システム工学専攻 九州大学大学院　システム生命科学府システム生命科学専攻
九州大学大学院　総合理工学府大気海洋環境システム工学専攻 筑波大学大学院　システム情報工学科知能機能システム専攻
九州大学大学院　総合理工学府物質理工学専攻 東京工業大学工学院　情報通信系情報通信コース
熊本大学大学院　自然科学研究科マテリアル工学専攻 東京工業大学大学院　情報理工学院数理計算科学系
豊橋技術科学大学大学院　工学研究科機械工学専攻 豊橋技術科学大学大学院　工学研究科博士前期課程電気･電子情報工学専攻

名古屋工業大学大学院　工学研究科電気・機械工学専攻 旭化成㈱
北海道大学大学院工学院機械宇宙工学専攻 ☆ 大阪ガス㈱
宮崎大学大学院　工学研究科土木環境工学専攻 リコージャパン㈱
横浜国立大学大学院　都市イノベーション学府都市地域社会専攻 ㈱アーネット
NSプラント設計㈱ ㈱テクノプロ
宇部興産㈱ ㈱日立産業制御ソリューションズ

☆ エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱
㈱カシフジ
㈱酉島製作所
臼杵市

☆ 大分市
大分県

第12期：平成２７年度2015(31人)佐野専攻科長
機械･環境システム工学専攻（20人)　田中専攻主任 電気電子情報工学専攻(11人)　プロハースカ専攻主任
東北大学大学院工学研究科土木工学専攻 東北大学大学院　情報科学研究科
筑波大学大学院理工学群　 名古屋工業大学　情報工学専攻
横浜国立大学大学院　都市イノベーション学府・研究院 奈良先端科学技術大学大学院　情報科学研究科
広島大学大学院 広島大学　システムサイバネティクス専攻
九州大学大学院総合理工学府(5名） 熊本大学大学院　自然科学研究科　情報電気電子工学専攻
九州大学大学院　工学府 株式会社日立情報通信エンジニアリング
九州工業大学大学院生命体工学研究科 CTCテクノロジー株式会社

☆ 宮崎大学大学院 株式会社NHKメディアテクノロジー

大分瓦斯株式会社 株式会社東芝　大分工場
JFEシビル株式会社 株式会社富士通九州システムサービス
株式会社日立製作所 保留（１名）
三井造船鉄構エンジニアリング株式会社
株式会社神戸製鋼所
黒崎播磨株式会社
日東電工株式会社
大分市役所

第11期：平成２6年度2014(27人)薬師寺専攻科長
機械･環境システム工学専攻（19人)　小西専攻主任 電気電子情報工学専攻(8人)　清武専攻主任
九州大学大学院総合理工学府大気海洋環境システム専攻(２名） 九州工業大学大学院生命体工学研究科
九州大学大学院統合新領域学府オートモーティブサイエンス専攻 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社　大分製油所
九州大学大学院総合理工学府先端エネルギー理工学専攻 CTCシステムマネジメント株式会社
九州工業大学生命体生体機能応用工学専攻（２名） ヤマハ株式会社
豊橋技術科学大学機械工学系システム制御・ロボットコース 株式会社テレビ大分
岩谷瓦斯株式会社 株式会社神戸製鋼所
ヤマハ発動機株式会社 旭化成グループ
矢崎総業株式会社 ダイハツ工業株式会社
九州建設コンサルタント株式会社
五洋建設株式会社
財団法人建設技術研究所
大分市役所(２名）
大分県庁
佐伯市役所
公務員志望：１名　　休学：１名

第10期：平成２５年度2013（24人)薬師寺専攻科長
機械･環境システム工学専攻（12人) 　東野専攻主任 電気電子情報工学専攻(12人)　ﾌﾟﾛﾊｰｽｶ専攻主任
九州工業大学大学院　 九州大学大学院
旭化成株式会社 九州工業大学大学院(2名)
大阪ガス株式会社 東京工業大学大学院(2名)
西部電気工業株式会社 奈良先端科学技術大学院大学
ショーボンド建設株式会社 名古屋工業大学大学院
TOTO株式会社 横浜国立大学大学院
西日本コンサルタント株式会社 株式会社シーテック
株式会社日立製作所インフラシステム社(2名) 株式会社富士通九州システムサービス
富士重工業株式会社 ☆ フンドーキン醤油株式会社
株式会社安川電機 未定（1名）
若築建設株式会社

大分高専専攻科修了生進路一覧  （平成16年度～平成29年度）

九州工業大学大学院生命体
工学研究科生体機能応用工学専攻（２人）



第9期：平成２４年度2012(１８人)薬師寺専攻科長

機械･環境システム工学専攻（11人)　菊川専攻主任 電気電子情報工学専攻(7人)　木本専攻主任
九州大学大学院　 九州大学大学院　総合理工学府 
九州大学大学院　総合理工学府 九州工業大学大学院　生命体工学研究科

☆ 九州工業大学大学院　情報工学府 セイコーエプソン株式会社
奈良先端科学技術大学院大学 株式会社テレビ大分
北陸先端科学技術大学院大学 富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社
株式会社Ｎ・ＴＥＣ大分 新日鐵化学株式会社
大阪ガス株式会社 富士通アプリケーションズ株式会社

☆ 九州建設コンサルタント株式会社
☆ 日本鉄塔工業株式会社

株式会社日立プラントテクノロジー

機械･環境システム工学専攻（12人)　菊川専攻主任 電気電子情報工学専攻(16人)　木本専攻主任
☆ 九州大学大学院　総理工 九州大学大学院

熊本大学大学院(2名) 九州工業大学大学院
宮崎大学大学院(2名） 大分大学大学院
九州工業大学大学院 大阪大学大学院
筑波大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学(2名)
JFEシビル株式会社 名古屋工業大学大学院
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 旭化成株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社 大分瓦斯株式会社
株式会社高田工業所 宇部興産株式会社
株式会社カンセツ KYB株式会社

富士通九州ネットワークテクノロジーズ株式会社
大分NSソリューションズ株式会社
光陽無線株式会社
株式会社NTTファシリティーズ
株式会社NTTデータ

機械･環境システム工学専攻（16人)　伊東専攻主任 電気電子情報工学専攻(8人)　鶴沢専攻主任
九州大学大学院　総理工(2名） 九州大学大学院 （3名）
宮崎大学大学院 九州工業大学大学院
豊橋技術科学大学大学院(2名） ☆ Anzas Internationl Co., Ltd.
宇都宮大学大学院 三菱電機ビルテクノサービス株式会社
旭化成株式会社 西日本電線株式会社
小野田ケミコ株式会社 九州大学大学院  研究生

☆ 株式会社ＮＴＴネオメイト
株式会社トクヤマ
第一精工株式会社（2名）
大陽日酸株式会社
三浦工業株式会社
村田機械株式会社
未定（1名：公務員希望）

機械･環境システム工学専攻（11人)　一宮専攻主任 電気電子情報工学専攻(15人)　鶴沢専攻主任
長岡技術科学大学大学院 奈良先端科学技術大学大学院 （3名）
熊本大学大学院 九州大学大学院 (3名）
琉球大学大学院 大分大学大学院

☆ 横浜国立大学大学院 熊本大学大学院
九州工業大学大学院 ☆ 株式会社日立メディコ
西日本旅客鉄道株式会社 南日本造船株式会社  (2名)
東燃ゼネラル石油株式会社 九州旅客鉄道株式会社
九鉄工業株式会社 有限会社大分合同新聞社
東芝プラントシステム株式会社 中外製薬工業株式会社
トヨタテクニカルディベロップメント株式会社 株式会社ＮＴＴネオメイト
エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

機械・環境システム工学専攻（9人)　利光専攻主任 電気電子情報工学専攻(10人)　嶋田専攻主任
豊橋技術科学大学大学院（3名）　 奈良先端科学技術大学大学院（3名）　
九州大学大学院総理工 九州大学大学院総合理工学府
九州工業大学大学院 東京工業大学大学院
熊本大学大学院 筑波大学大学院

☆ 三洋ビル管理 株式会社 株式会社 ドワンゴ
株式会社 石井工作研究所 大分キヤノン 株式会社
有限会社 川崎自動車 大分ケーブルテレコム 株式会社

アイレムソフトウェアエンジニアリング 株式会社

第8期：平成２３年度2011(２８人) 利光専攻科長

第7期：平成２２年度2010(２４人) 利光専攻科長

第6期：平成２１年度2009(２６人) 清水専攻科長

第5期：平成２０年度2008(２０人) 清水専攻科長



機械･環境システム工学専攻（13人)　利光専攻主任 電気電子情報工学専攻(7人)　靏専攻主任
九州大学大学院総合理工学府（2名） 九州工業大学大学院
熊本大学大学院 長岡技術科学大学大学院
東北大学大学院 ☆ 株式会社 インフォセンス
大分キヤノン 株式会社 株式会社 NSソリューションズ大分
大阪ガス 株式会社 大分キヤノン 株式会社
ジェイアール九州コンサルタンツ 株式会社 株式会社 テレビ大分
松下電器産業 株式会社 東京電力 株式会社
マツダ 株式会社
ＴＭＣシステム 株式会社
大分県(上級)（2名）
佐伯市役所

機械･環境システム工学専攻(9人)　福永専攻主任 電気電子情報工学専攻(8人)　清水専攻主任
筑波大学大学院 奈良先端科学技術大学院大学（2名）
九州大学大学院工学府 九州大学総合理工学府
岡山大学大学院　 株式会社 アルファシステムズ
宮崎大学大学院（2名） 株式会社 富士通大分ｿﾌﾄｳｴｱﾗﾎﾞﾗﾄﾘ
熊本大学大学院　 株式会社 日立アドバンストデジタル

☆ 株式会社 ｼｰﾃｨｰｱｲｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ 西日本電線 株式会社
トヨタ自動車九州 株式会社　 株式会社 オーイーシー
株式会社 日立製作所

機械･環境システム工学専攻(11人)　薬師寺専攻主任 電気電子情報工学専攻(6人)　岡専攻主任
九州大学大学院 九州工業大学大学院（2名）
九州工業大学大学院 大分キヤノン 株式会社
東京工業大学大学院 大分ケーブルテレコム 株式会社
長岡技術科学大学大学院 太平工業 株式会社
株式会社 石井工作研究所 国家公務員（九州管区警察局）
出光興産 株式会社

☆ 大分キヤノン 株式会社
大阪ガス 株式会社
オリエンタル建設 株式会社　
建設技術研究所
三浦工業 株式会社

機械・環境システム工学専攻(10人)佐野専攻主任 電気電子情報工学専攻(12人)佐藤(秀)専攻主任
株式会社 石井工作研究所　 北陸先端科学大学院大学

☆ 有限会社 エイコー技研　 広島大学大学院
型研精工 株式会社 九州工業大学大学院
協同エンジニアリング 株式会社 名古屋大学大学院
大鉄工業 株式会社 九州大学大学院総合理工学府

☆ 東洋技術 株式会社 大分キヤノン 株式会社（2名）
中津木工 株式会社 三和酒類 株式会社

☆ 長幸建設 株式会社 株式会社 デンケン
株式会社 日産テクノ 日本精工 株式会社

☆ ホンダ太陽 株式会社 平田機工 株式会社
☆ 株式会社 富士通九州システムエンジニアリング

第3期：平成１８年度2006(１７人) 佐藤(秀)専攻科長

第2期：平成１７年度2005(１７人) 吉澤専攻科長

第1期：平成１６年度2004(２２人) 加治専攻科長

第4期：平成１９年度2007(２０人) 清水専攻科長


