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新型コロナウイルス感染症の状況により、選抜方法等が
変更となる可能性がありますので、本学ホームページで
最新情報を確認してください。
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〈インターネット出願について〉
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【群馬大学志願者の入学検定料免除について】
　 　群馬大学では、東日本大震災及び風水害等の災害に罹災した志願者の進学の機会を支援する観点

から、特別措置として検定料の全額を免除します。
　 　免除の対象となる災害及び被災地域など、免除に関する詳細については、本学のホームページを

御覧ください。
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群馬大学大学院の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

　各研究科・学府が課程又は専攻ごとに求める学力・能力を持ち、研究や実践によって、人類社会の
発展に貢献する意欲のある人を受け入れます。

理工学府の入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

理工学府博士前期課程（修士課程）

　１ 　学部レベルの理工学に関する基礎知識を身に付け、語学を含む基礎的なコミュニケーション能
力を有する人

　２ 　自らの能力向上を目指し、知識基盤社会において指導的役割を担おうとする強い意志と倫理観
を有する人

　３　新たな科学技術の開拓に、失敗を恐れずに挑戦する勇気と情熱を有する人

【参考】
◇選抜方法　～このような選抜を行います～
　１　一般入試：学力試験、面接、口頭試問等の結果を総合的に判断して選抜します。
　２　推薦入試：面接、口頭試問の結果、並びに学部における成績等を総合的に判断して選抜します。
　３　社会人入試：面接、口頭試問の結果、並びに実務経験等を総合的に判断して選抜します。
　４ 　留学生入試：学力試験、面接、口頭試問等の結果を総合的に判断して選抜します。なお、外国

に居住している受験生に関しては、成績証明書、推薦書等の書類審査、並びにインターネットを
利用したインタビュー等の結果により判定する場合があります。
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各教育プログラムの入学者受入方針（アドミッションポリシー）

［物質・生命理工学教育プログラム］
＜人材育成の目標＞
　物質科学及び生命理工学の基礎原理から応用までを広く理解し、物性の解明、新規反応の開発、機
能材料（物質）の創出、生命現象に関わる生理活性物質の機能解明や新規材料の創製等の諸課題に意
欲的・創造的に取り組み、専門知識・技術を総合化して課題を解決でき、高度専門技術者・先端研究
者として我が国及び国際社会で先導的役割を担うことができる人材の育成
＜入学者に求める能力・資質＞
　本教育プログラムの人材育成、教育の目標に賛同し、本学の教職員と共に学術研究の成果を地域に
還元し、豊かな社会の創造に貢献していく意欲にあふれ、以下の能力・意欲を持つ人を求めています。
　１ ．大学の教育課程、特に自然科学・理工学分野の基礎について、大学院教育を受けるにふさわし

い総合的理解がある人
　２ ．物質・生命理工学分野に関する基礎知識・基盤的専門知識を有し、この分野に対して強い探究

心を持っている人
　３．主体的に学び、自己研鑽する意欲を持っている人
　４．論理的で柔軟な思考能力と的確な判断能力を持っている人
　５ ．物質・生命理工学分野に対する知的好奇心が旺盛で、新しい課題や科学技術の開拓に積極的・

情熱的に取り組む意欲がある人
＜入学に際し必要な基礎学力＞
　学部レベルの理工学全般に関する基礎知識、語学力、加えて物質・生命理工学分野に関する基礎知
識・基盤的専門知識を有することが望ましい。
＜選抜方法＞
　上記の人材育成の目標、求める能力・資質に合致する学生を選抜するために、一般入試の他に、社
会人入試、留学生入試及び成績優秀者を対象とする推薦入試を実施します。また、学修機会の拡大の
ため、10月入学の制度を設けています。入学試験では、外国語、筆記試験（基礎科目、専門科目）、面接、
推薦書などを組み合わせて、総合的に合否を判断します。

［知能機械創製理工学教育プログラム］
＜人材育成の目標＞
　幅広い自然科学と人文科学の教養と、知能機械創製理工学に関する深遠な専門知識を有し、これを
もって人類の持続的な発展と福祉に寄与し、さらに地球環境との調和を意識しながら新しい知能機械
を創製していくことができる柔軟性豊かな高度専門職業人を育成する。
＜入学者に求める能力・資質＞
　本教育プログラムの人材育成、教育の目標に賛同し、本学の教職員と共に学術研究の成果を地域に
還元し、豊かな社会の創造に貢献していく意欲にあふれ、以下の能力・意欲を持つ人を求めています。
　１ ．大学の教育課程、特に知能機械システム理工学について、大学院教育を受けるにふさわしい総

合的理解がある人
　２ ．知能機械創製理工学に関する基盤的専門知識を有し、この分野に対して強い探究心を持ってい

る人
　３．自ら率先して主体的に学ぶ姿勢があり、論理的で柔軟な思考能力を持っている人
　４ ．知能機械創製理工学に関する知的好奇心が旺盛で、新しい課題に積極的かつ先導的に取り組む

意欲がある人
＜入学に際し必要な基礎学力＞
　学部レベルの理工学全般に関する基礎知識、語学力、機械知能システム理工学を中心とする知能機
械創製理工学に関する基盤的専門知識を有することが望ましい。
＜選抜方法＞
　上記の人材育成の目標、求める能力・資質に合致する学生を選抜するために、一般入試の他に、社
会人入試、留学生入試及び成績優秀者を対象とする推薦入試を実施します。また、学修機会の拡大の
ため、10月入学の制度を設けています。入学試験では、外国語、筆記試験（基礎科目、専門科目）、面接、
推薦書などを組み合わせて、総合的に合否を判断します。
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［環境創生理工学教育プログラム］
＜人材育成の目標＞
　環境調和型社会創造のための革新的な技術開発、良質な社会基盤整備と安全・安心な地域づくり等
の諸課題に意欲的・創造的に取り組み、専門知識・技術を総合化して課題を解決でき、高度専門技術
者・先端研究者として我が国及び国際社会で先導的役割を担うことができる人材の育成
＜入学者に求める能力・資質＞
　本教育プログラムの人材育成、教育の目標に賛同し、本学の教職員と共に学術研究の成果を地域に
還元し、豊かな社会の創造に貢献していく意欲にあふれ、以下の能力・意欲を持つ人を求めています。
　１ ．大学の教育課程、特に自然科学・理工学分野の基礎について、大学院教育を受けるにふさわし

い総合的理解がある人
　２ ．環境創生理工学に関する基礎知識・基盤的専門知識を有し、この分野に対して強い探究心を持っ

ている人
　３．主体的に学び、自己研鑽する意欲を持っている人
　４．論理的で柔軟な思考能力と的確な判断能力を持っている人
　５ ．環境創生理工学に対する知的好奇心が旺盛で、新しい課題や科学技術の開拓に積極的・情熱的

に取り組む意欲がある人
＜入学に際し必要な基礎学力＞
　学部レベルの理工学全般に関する基礎知識、語学力、加えて環境創生理工学に関する基礎知識・基
盤的専門知識を有することが望ましい。
＜選抜方法＞
　上記の人材育成の目標、求める能力・資質に合致する学生を選抜するために、一般入試の他に、社
会人入試、留学生入試、及び成績優秀者を対象とする推薦入試を実施します。また、学修機会の拡大
のため、10月入学の制度を設けています。入学試験では、外国語、筆記試験（基礎科目、専門科目）、
面接、推薦書などを組み合わせて、総合的に合否を判断します。

［電子情報・数理教育プログラム］
＜人材育成の目標＞
　電子情報・数理の基礎原理から応用までを広く理解し、電気電子工学および情報学に関する諸課題
に意欲的・創造的に取り組み、専門知識・技術を総合化して課題を解決でき、高度専門技術者・先端
研究者として我が国及び国際社会で先導的役割を担うことができる人材の育成
＜入学者に求める能力・資質＞
　本教育プログラムの人材育成、教育の目標に賛同し、本学の教職員と共に学術研究の成果を地域に
還元し、豊かな社会の創造に貢献していく意欲にあふれ、以下の能力・意欲をもつ人を求めています。
　１ ．大学の教育課程、特に自然科学・理工学分野の基礎について、大学院教育を受けるにふさわし

い総合的理解がある人
　２ ．電子情報・数理分野に関する基礎知識・基盤的専門知識を有し、この分野に対して強い探究心

を持っている人
　３．主体的に学び、自己研鑽する意欲を持っている人
　４．論理的で柔軟な思考能力と的確な判断能力を持っている人
　５ ．電子情報・数理分野に対する知的好奇心が旺盛で、新しい課題や科学技術の開拓に積極的・情

熱的に取り組む意欲がある人
＜入学に際し必要な基礎学力＞
　学部レベルの理工学全般に関する基礎知識、語学力、加えて電子情報・数理分野に関する基礎知識・
基盤的専門知識を有することが望ましい。
＜選抜方法＞
　上記の人材育成の目標、求める能力・資質に合致する学生を選抜するために、一般入試の他に、社
会人入試、留学生入試、及び成績優秀者を対象とする推薦入試を実施します。また、学修機会の拡大
のため、10月入学の制度を設けています。入学試験では、外国語、筆記試験、面接、推薦書などを組
み合わせて、総合的に合否を判断します。
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2021年度（令和 3年度） 群馬大学大学院理工学府 博士前期課程（修士課程）

推薦入試 学生募集要項

Ⅰ　募集人員
専攻名 教育プログラム名 募集人員

理工学専攻

物質・生命理工学教育プログラム 27名

128名
知能機械創製理工学教育プログラム 36名
環境創生理工学教育プログラム 26名
電子情報・数理教育プログラム 39名

　※　 2019年より、重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラムが本学医学系研究科と連携
して設立されました。本プログラムの詳細については、19頁を御覧ください。

Ⅱ　出願資格及び出願要件
　出願できる者は、日本の大学に在籍し、それぞれの分野の専門教育を受け、学業成績が優秀で、出
身校の長が責任をもって推薦する者で、且つ合格した場合は入学することを確約できる者で、次の各
項のいずれかに該当するものとします。
　⑴　大学を2021年３月卒業見込みの者
　⑵ 　高等専門学校の専攻科を2021年３月修了見込みの者で、学校教育法（昭和22年法律第26号）第

104条第７項の規定により2021年３月末までに学士の学位を取得見込みのもの

Ⅲ　出願手続
　⑴　インターネット出願の流れ・アクセス方法

　⑵　出願期間および入学検定料納入期間
事　　　項 期　間

インターネット入力及び
入学検定料の支払

2020年５月21日（木）８時30分から６月４日（木）
17時まで

出願期間（出願書類等の提出） 2020年６月１日（月）から６月４日（木）まで（必着）

　注意事項
　出願書類等（写真票及び推薦書等）の提出は、必ず簡易書留速達で郵送してください。簡易書留速
達以外で郵送した場合、事故があっても本学ではその責任は負いません。
　出願書類等は、2020年６月４日（木）までに必ず届くよう、郵送期間を十分考慮のうえ、発送して
ください。
　なお、特別な事情がある場合については、2020年５月22日（金）17時15分までに下記へ連絡してく
ださい。
　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　電話　0277-30-1039，1037

　⑶　入学検定料支払の方法
　　　検定料　30,000円

Step3 入学検定料の支払い　※検定料免除申請者は除く

Step2 志願者情報等を登録

Step5 出願書類等を郵送（６月４日まで）【必着】

Step4 群馬大学理工学府 HP から提出する様式をダウンロード。
記入（入力）し、印刷

Step1 群馬大学理工学府ホームページから出願サイトにアクセス

http://www.st.gunma-u.ac.jp/forexam/graduate_exam/

群馬大学理工学府　入試
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　次のどちらかの方法により支払ってください。

　　　１．コンビニエンスストアでの支払い
　　　　（パソコンやスマートフォン等のある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、レジにて受け取った「入学検定料・選考料　取扱明細書」の「収納証明書」部

分を切り取り、貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。

　　　２．クレジットカードでの支払い
　　　　（パソコンやスマートフォン等、プリンタのある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、「入学検定料・選考料　取扱明細書」を印刷し、「収納証明書」部分を切り取り、

貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。
　　　　※　既納の検定料は原則として返還しません。
　　　　　 　ただし、検定料を振り込み後、本学に出願しなかった場合又は書類の不備等により受理

されなかった場合、あるいは重複振り込み等所定の金額より多く振り込んだ場合は、下記
手続きにより返還します。

　　　　　 　返還に当たっては便せん等を用い、次のア～オを明記した検定料返還申出書を作成して
理工学部会計係へ郵送してください。

　　　　　　ア　返還申出の理由
　　　　　　イ　氏名（フリガナ）
　　　　　　ウ　郵便番号、住所
　　　　　　エ　連絡電話番号
　　　　　　オ　志望教育プログラム
　　　　　返還申出書送付先
　　　　　　〒376-8515　群馬県桐生市天神町1-5-1
　　　　　　群馬大学理工学部会計係　電話：0277-30-1068
　　　　　　返還される金額は、振込手数料を差し引いた金額となります。

　⑷　入学検定料の免除について
　　 　東日本大震災及び風水害等の災害に罹災した志願者については、特別措置として検定料の全額

を免除します。

　　　［検定料の免除の対象者］
　　　１．東日本大震災に係る特別措置
　　　　⑴ 　東日本大震災における災害救助法が適用されている地域で罹災した志願者で、以下のい

ずれかに該当する者
　　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した者
　　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　　⑵ 　学資負担者の居住地が、福島第一原子力発電所で発生した事故により、警戒区域、計画

的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者
　　　２．風水害等の災害に係る特別措置
　　　　⑴ 　出願期限の日から前１年以内に発生した風水害等の災害において、災害救助法が適用さ

れている地域で罹災した志願者で、以下のいずれかに該当する者
　　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した者
　　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　　⑵ 　本学が指定する風水害等の災害における「災害救助法適用域」については、本学ホーム

ページ（入試情報＞学費・奨学金）を御確認ください。
　　　 　上記に該当される方は、当該「検定料免除申請書」を本学ホームページ（入試情報＞学費・

奨学金）からダウンロードし、関係書類を添え出願書類に同封して申請してください。書類の
提出に関する問合せ等は、平日８時30分から17時15分の間に学務部学生受入課【電話027-220-
7149】まで連絡してください。

　　　　URL:（https://www.gunma-u.ac.jp/）
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　⑸　出願書類等
　　　入学志願者は、次の書類を所定の期日までに本学へ提出してください。
　　　出願書類等に不足がある場合、出願を受け付けることができませんので、注意してください。
　　　なお、出願に必要な様式は、本学理工学部ホームページからダウンロードしてください。

提出書類 対象者 摘　　　要

① 自動返信メール 全員 インターネット出願ページの出願完了登録後の返信メー
ルを印刷してください。

② 写真票 全員
本学所定の用紙（様式１）を用いて、氏名・志望教育プ
ログラムを記入し、写真を貼り付けたものを提出してく
ださい。

③ 成績証明書 全員
出身校の長が作成したもの。

（原本であること。コピーは不可。）
本学工学部又は理工学部出身者は不要です。

④ 卒業（修了）見込証明書 全員
出身校の長が作成したもの。

（原本であること。コピーは不可。）
本学工学部又は理工学部出身者は不要です。

⑤ 学位授与申請予定証明書
出願資格⑵
により出願
する者

在席学校長発行のもの。
（原本であること。コピーは不可。）

⑥ 推薦書 全員 本学所定の様式（様式２）出身校若しくは本学の学部、
学科等の長が作成し、厳封されたもの

⑦ 検定料収納証明書 全員 本学所定の検定料収納証明書貼付台紙（様式３）を印刷
し、所定位置に添付して提出してください。

　（注）出願手続き後においては、記載事項の変更は認めません。

　⑹　出願書類等の提出方法
　　 　郵送する際は、A4サイズの書類を折らずに入れることができる封筒を使用し６月４日（木）

必着とします。

　⑺　受験票について
　　 　インターネット出願により登録した内容と、本学に届いた出願書類の内容が確認され、出願が

受理されると、６月15日（月）から６月19日（金）の間にメール添付にて受験票（PDF）を送
付します。受験票（PDF）を白色のA4用紙で印刷し、当日必ず持参してください。本学からの
受験票の送付はありません。

　　※　 受験票（PDF）を印刷したら、受験者氏名等が出願した内容と相違ないか確認してください。
万一記載に誤りがある場合や、６月19日（金）を過ぎてもメールが届かない場合には、下記
まで連絡をしてください。

　　【出願書類提出先・問合せ先】
　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　［電話：0277-30-1039，1037］

Ⅳ　障害等のある入学志願者との事前相談について
　 　障害等があって、受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、あらかじめ本学

と相談してください。
　⑴　相談の時期
　　　　2020年５月22日（金）までとしますが、なるべく早い時期に相談してください。

　⑵　相談の方法
　　 　本学府所定の相談書（群馬大学理工学部ホームページ参照（http://www.st.gunma-u.ac.jp/

forexam/graduate_exam/）に医師の診断書等の必要書類を添付して提出してください。必要な
場合は、本学府において志願者又はその立場を代弁し得る関係者との面談等を行います。

　⑶　連絡先
　　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　［電話：0277-30-1039，1037］
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Ⅴ　選抜方法
　 　入学者の選抜は、書類審査及び面接（基礎的専門知識の諮問、人物考査）を含めた総合成績によ

り判定します。

　試験日　2020年７月２日（木）
教育プログラム名 試験科目 試験時間 試験場所

物質・生命理工学 面　接 13：30 ～ 16：30 群馬大学理工学部
桐生キャンパス

（試験室等は、前日まで
に構内に掲示します。）

知能機械創製理工学 面　接 13：30 ～ 16：30
環境創生理工学 面　接 13：30 ～ 16：30
電子情報・数理 面　接 13：30 ～ 16：30

Ⅵ　合格者発表
　 　2020年７月13日（月）付けで、合格者本人に合格通知書を郵送します。併せて、合格者の受験番

号を群馬大学理工学部のホームページに同日の11時以降から７月27日（月）まで掲載します。大学
構内での掲示等は行いません。

　 　なお、合格者は、「合格通知書」とともに同封する「入学確約書」を2020年８月21日（金）まで
に群馬大学理工学部学務係大学院担当まで提出してください。

　　また、合否についての電話による問合せには、応じません。
　　URL:（http://www.st.gunma-u.ac.jp/）

Ⅶ　入学手続き
　　入学手続日等については、別途通知します。
　⑴　入学手続に必要な経費
　　①入学料　282,000円
　　（注）　ア．入学時に入学料の改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　イ．入学料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　ウ．納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。

　⑵　入学後に必要な納付金
　　①授業料　前期分　267,900円　　年額　535,800円
　　（注）　ア．授業料に、入学時および在学中改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　イ．授業料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　ウ ．授業料の納入については、希望により入学料の納入の際に、前期分又は前期分・後期

分を合わせて納入することができます。
　　　　　エ ．授業料を納入した入学手続完了者が、2021年３月31日（水）までに入学を辞退した場

合は、納入した者の申し出により、所定の手続きの上、納入した授業料相当額を返還し
ます。

　⑶　その他の諸経費
　　　入学料、授業料の他に、次の諸経費があります。
　　　学生教育研究災害傷害保険料　1,750円 ｝セット加入なので計2,430円　　　学研災付帯賠償責任保険　　　  680円
　　　後援会費　　　　　　　　　 10,000円
　　　　　　　　　　　　　 合計：12,430円

　 ＊工業会（同窓会）未加入の方については、工業会費（終身会費）50,000円と合わせて62,430円と
なります。納入方法は、入学手続後にお渡しする払込取扱票により、郵便局の郵便振替で振り込ん
でください。

　⑷　入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予
　　 　特別な事情により学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は授業料

を免除する制度があります。
　　 　また、所定の納期までに入学料又は授業料の納入が困難と認められた者に対して、入学料又は

授業料の徴収を一定期間猶予することがあります。

　　○ 　東日本大震災で罹災し学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は
授業料を免除する制度があります。

　　　 　申請を希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報
＞学費・奨学金」を御覧ください。
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　　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

　　○ 　入試結果や学業成績などが特に優秀な学生（卓越した学生）に対して、各研究科及び学府等
からの推薦に基づき、授業料の免除をする制度があります。

　　問合せ先　群馬大学学務部　学生支援課学生生活係　電話：027-220-7141

　⑸　奨学金
　　 　経済的理由により修学に困難がある、学業・人物ともに優れた学生に対し、修学を援助するた

めに日本学生支援機構等による奨学金の貸与・給付制度があります。
　　 　希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報＞学費・

奨学金」を御覧ください。
　　 　なお、日本学生支援機構の大学院奨学金には、在学採用（入学後に奨学金を申込む制度）及び

予約採用（入学前に奨学金を予約申込みする制度）があります。予約採用制度を希望する者は、
合格発表前でも応募できますが、募集期間がありますので９月末日までに下記までお問い合わせ
ください。

　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

Ⅷ　学年暦
　　学年は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わります。

Ⅸ　入学志願者の個人情報保護について
　 　群馬大学では、提出された出願データ及び出願書類により取得した志願者の個人情報及び入学試

験の実施により取得した受験者の個人情報について、「国立大学法人群馬大学保有個人情報管理規
程」に基づいて取扱い、次の目的以外には利用しません。

　　○　入学者選抜に関する業務（統計処理などの付随する業務を含む。）
　　○ 　入学手続完了者にあっては、入学者データとして入学後の就学指導業務、学生支援業務及び

授業料徴収業務
　　○ 　大学運営上の目的で行われる調査・研究に関する業務（入試の改善や志願動向の調査・分析、

各種統計資料作成業務を含む。）
　 　なお、当該個人情報を利用した調査・研究結果の発表に際しては個人が特定できないよう処理し

ます。
　 　また、本学の上記業務にあたり、一部の業務を個人情報の適切な取扱に関する契約を締結した上

で、外部の事業者に委託することがあります。
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2021年度（令和 3年度）　群馬大学大学院理工学府博士前期課程（修士課程）
医理工グローバルフロンティアリーダー（GFL）育成コース参加者対象

推薦入試学生募集要項

Ⅰ　募集人員
専攻名 教育プログラム名 募集人員

理工学専攻 物質・生命理工学教育プログラム 若干名

　※ 　2019年より、重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラムが本学医学系研究科と連携
して設立されました。本プログラムの詳細については、19頁を御覧ください。

Ⅱ　出願資格及び出願要件
　 　出願できる者は、当該分野の専門教育を受け、学業成績が優秀で、合格した場合は入学すること

を確約できる者で、次の⑴に該当し、⑵の基準を満たしているものとします。
　⑴ 　本学理工学部３年次に在学中の者で、医理工グローバルフロンティアリーダー（GFL）育成コー

スに参加しているもの
　⑵ 　本大学院及び本学部各学科で定める飛び推薦又は早期卒業基準を満たしている者

Ⅲ　出願手続
　⑴　インターネット出願の流れ・アクセス方法

　⑵　出願期間および入学検定料納入期間
事　　　項 期　間

インターネット入力及び
入学検定料の支払

2020年５月21日（木）８時30分から６月４日（木）
17時まで

出願期間
（出願書類等の提出） 2020年６月１日（月）から６月４日（木）まで（必着）

　注意事項
　出願書類等（写真票及び推薦書等）の提出は、必ず簡易書留速達で郵送してください。簡易書留速
達以外で郵送した場合、事故があっても本学ではその責任は負いません。
　出願書類等は、2020年６月４日（木）までに必ず届くよう、郵送期間を十分考慮のうえ、発送して
ください。
　なお、特別な事情がある場合については、2020年５月22日（金）17時15分までに下記へ連絡してく
ださい。
　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　電話　0277-30-1039，1037

　⑶　入学検定料支払の方法
　　　検定料　30,000円
　　　次のどちらかの方法により支払ってください。

Step3 入学検定料の支払い　※検定料免除申請者は除く

Step2 志願者情報等を登録

Step5 出願書類等を郵送（６月４日まで）【必着】

Step4 群馬大学理工学府 HP から提出する様式をダウンロード。
記入（入力）し、印刷

Step1 群馬大学理工学府ホームページから出願サイトにアクセス

http://www.st.gunma-u.ac.jp/forexam/graduate_exam/

群馬大学理工学府　入試
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　　　１．コンビニエンスストアでの支払い
　　　　　（パソコンやスマートフォン等のある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、レジにて受け取った「入学検定料・選考料　取扱明細書」の「収納証明書」部

分を切り取り、貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。

　　　２．クレジットカードでの支払い
　　　　　（パソコンやスマートフォン等、プリンタのある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、「入学検定料・選考料　取扱明細書」を印刷し、「収納証明書」部分を切り取り、

貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。
　　　　※ 　既納の検定料は原則として返還しません。
　　　　　 　ただし、検定料を振り込み後、本学に出願しなかった場合又は書類の不備等により受理

されなかった場合、あるいは重複振り込み等所定の金額より多く振り込んだ場合は、下記
手続きにより返還します。

　　　　　 　返還に当たっては便せん等を用い、次のア～オを明記した検定料返還申出書を作成して
理工学部会計係へ郵送してください。

　　　　　　ア　返還申出の理由
　　　　　　イ　氏名（フリガナ）
　　　　　　ウ　郵便番号、住所
　　　　　　エ　連絡電話番号
　　　　　　オ　志望教育プログラム
　　　　　返還申出書送付先
　　　　　　〒376-8515　群馬県桐生市天神町1-5-1
　　　　　　群馬大学理工学部会計係　電話：0277-30-1068
　　　　　　返還される金額は、振込手数料を差し引いた金額となります。

　⑷　入学検定料の免除について
　　 　東日本大震災及び風水害等の災害に罹災した志願者については、特別措置として検定料の全額

を免除します。

　　［検定料の免除の対象者］
　　１．　東日本大震災に係る特別措置
　　　⑴ 　東日本大震災における災害救助法が適用されている地域で罹災した志願者で、以下のいず

れかに該当する者
　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した者
　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　⑵ 　学資負担者の居住地が、福島第一原子力発電所で発生した事故により、警戒区域、計画的

避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者
　　２．風水害等の災害に係る特別措置
　　　⑴ 　出願期限の日から前１年以内に発生した風水害等の災害において、災害救助法が適用され

ている地域で罹災した志願者で、以下のいずれかに該当する者
　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した者
　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　⑵ 　本学が指定する風水害等の災害における「災害救助法適用域」については、本学ホームペー

ジ（入試情報＞学費・奨学金）を御確認ください。
　　 　上記に該当される方は、当該「検定料免除申請書」を本学ホームページ（入試情報＞学費・奨学金）

からダウンロードし、関係書類を添え出願書類に同封して申請してください。書類の提出に関す
る問合せ等は、平日８時30分から17時15分の間に学務部学生受入課【電話027-220-7149】まで連
絡してください。

　　　URL:（https://www.gunma-u.ac.jp/）

　⑸　出願書類等
　　入学志願者は、次の書類を所定の期日までに本学へ提出してください。
　　出願書類等に不足がある場合、出願を受け付けることができませんので、注意してください。
　　なお、出願に必要な様式は、本学理工学部ホームページからダウンロードしてください。
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提出書類 対象者 摘　　　要

① 自動返信メール 全員 インターネット出願ページの出願完了登録後の返信メー
ルを印刷してください。

② 写真票 全員
本学所定の用紙（様式１）を用いて、氏名・志望教育プ
ログラムを記入し、写真を貼り付けたものを提出してく
ださい。

③ 推薦書 全員 本学所定の様式（様式２）出身校若しくは本学の学部、
学科等の長が作成し、厳封されたもの

④ 検定料収納証明書 全員 本学所定の検定料収納証明書貼付台紙（様式３）を印刷
し、所定位置に添付して提出してください。

　（注）出願手続き後においては、記載事項の変更は認めません。

　⑹　出願書類等の提出方法
　　 　郵送する際は、A4サイズの書類を折らずに入れることができる封筒を使用し６月４日（木）

必着とします。

　⑺　受験票について
　　 　インターネット出願により登録した内容と、本学に届いた出願書類の内容が確認され、出願が

受理されると、６月15日（月）から６月19日（金）の間にメール添付にて受験票（PDF）を送
付します。受験票（PDF）を白色のA4用紙で印刷し、当日必ず持参してください。本学からの
受験票の送付はありません。

　　※ 　受験票（PDF）を印刷したら、受験者氏名等が出願した内容と相違ないか確認してください。
万一記載に誤りがある場合や、６月19日（金）を過ぎてもメールが届かない場合には、下記ま
で連絡をしてください。

　　【出願書類提出先・問合せ先】
　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　［電話：0277-30-1039，1037］

Ⅳ　障害等のある入学志願者との事前相談について
　 　障害等があって、受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、あらかじめ本学

と相談してください。
　⑴　相談の時期
　　　2020年５月22日（金）までとしますが、なるべく早い時期に相談してください。
　⑵　相談の方法
　　 　本学府所定の相談書（群馬大学理工学部ホームページ参照（http://www.st.gunma-u.ac.jp/

forexam/graduate_exam/）に医師の診断書等の必要書類を添付して提出してください。必要な
場合は、本学府において志願者又はその立場を代弁し得る関係者との面談等を行います。

　⑶　連絡先
　　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　　［電話：0277-30-1039，1037］

Ⅴ　選抜方法
　 　入学者の選抜は、書類審査及び面接（基礎的専門知識の諮問、人物考査）を含めた総合成績によ

り判定します。
　試験日　2020年７月２日（木）

教育プログラム名 試験科目 試験時間 試験場所

物質・生命理工学 面　接 13：30 ～ 16：30
群馬大学理工学部
桐生キャンパス

（試験室等は、前日まで
に構内に掲示します。）

－ 11 －



Ⅵ　合格者発表
　 　2020年７月13日（月）付けで、合格者本人に合格通知書を郵送します。併せて、合格者の受験番

号を群馬大学理工学部のホームページに同日の11時以降から７月27日（月）まで掲載します。大学
構内での掲示等は行いません。

　 　なお、合格者は、「合格通知書」とともに同封する「入学確約書」を2020年８月21日（金）まで
に群馬大学理工学部学務係大学院担当まで提出してください。

　　また、合否についての電話による問合せには、応じません。
　　　URL:（http://www.st.gunma-u.ac.jp/）

Ⅶ　入学手続き
　　入学手続日等については、別途通知します。
　⑴　入学手続に必要な経費
　　①入学料　282,000円
　　（注）　ア．入学時に入学料の改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　イ．入学料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　ウ．納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。

　⑵　入学後に必要な納付金
　　①授業料　前期分　267,900円　　年額　535,800円
　　（注）　ア．授業料に、入学時および在学中改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　イ．授業料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　ウ ．授業料の納入については、希望により入学料の納入の際に、前期分又は前期分・後期

分を合わせて納入することができます。
　　　　　エ ．授業料を納入した入学手続完了者が、2021年３月31日（水）までに入学を辞退した場

合は、納入した者の申し出により、所定の手続きの上、納入した授業料相当額を返還し
ます。

　⑶　その他の諸経費
　　　入学料、授業料の他に、次の諸経費があります。
　　　学生教育研究災害傷害保険料　1,750円 ｝セット加入なので計2,430円　　　学研災付帯賠償責任保険　　　  680円
　　　後援会費　　　　　　　　　 10,000円
　　　　　　　　　　　　　 合計：12,430円

　 ＊工業会（同窓会）未加入の方については、工業会費（終身会費）50,000円と合わせて62,430円と
なります。納入方法は、入学手続後にお渡しする払込取扱票により、郵便局の郵便振替で振り込ん
でください。

　⑷　入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予
　　 　特別な事情により学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は授業料

を免除する制度があります。
　　 　また、所定の納期までに入学料又は授業料の納入が困難と認められた者に対して、入学料又は

授業料の徴収を一定期間猶予することがあります。

　　○ 　東日本大震災で罹災し学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は
授業料を免除する制度があります。

　　　 　申請を希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報
＞学費・奨学金」を御覧ください。

　　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

　　○ 　入試結果や学業成績などが特に優秀な学生（卓越した学生）に対して、各研究科及び学府等
からの推薦に基づき、授業料の免除をする制度があります。

　　　問合せ先　群馬大学学務部　学生支援課学生生活係　電話：027-220-7141

　⑸　奨学金
　　 　経済的理由により修学に困難がある、学業・人物ともに優れた学生に対し、修学を援助するた

めに日本学生支援機構等による奨学金の貸与・給付制度があります。
　　 　希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報＞学費・
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奨学金」を御覧ください。
　　 　なお、日本学生支援機構の大学院奨学金には、在学採用（入学後に奨学金を申込む制度）及び

予約採用（入学前に奨学金を予約申込みする制度）があります。予約採用制度を希望する者は、
合格発表前でも応募できますが、募集期間がありますので９月末日までに下記までお問い合わせ
ください。

　　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

Ⅷ　学年暦
　　学年は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わります。

Ⅸ　入学志願者の個人情報保護について
　 　群馬大学では、提出された出願データ及び出願書類により取得した志願者の個人情報及び入学試

験の実施により取得した受験者の個人情報について、「国立大学法人群馬大学保有個人情報管理規
程」に基づいて取扱い、次の目的以外には利用しません。

　　○　入学者選抜に関する業務（統計処理などの付随する業務を含む。）
　　○ 　入学手続完了者にあっては、入学者データとして入学後の就学指導業務、学生支援業務及び

授業料徴収業務
　　○ 　大学運営上の目的で行われる調査・研究に関する業務（入試の改善や志願動向の調査・分析、

各種統計資料作成業務を含む。）
　 　なお、当該個人情報を利用した調査・研究結果の発表に際しては個人が特定できないよう処理し

ます。
　 　また、本学の上記業務にあたり、一部の業務を個人情報の適切な取扱に関する契約を締結した上

で、外部の事業者に委託することがあります。
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2020年度（令和 2年度）10月入学　群馬大学大学院理工学府
博士前期課程（修士課程）
推薦入試　学生募集要項

Ⅰ　募集人員
専攻名 教育プログラム名 募集人員

理工学専攻
知能機械創製理工学教育プログラム 若干名
環境創生理工学教育プログラム 若干名
電子情報・数理教育プログラム 若干名

　※ 　2019年より、重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラムが本学医学系研究科と連携
して設立されました。本プログラムの詳細については、（19頁）を御覧ください。

Ⅱ　出願資格及び出願要件
　 　出願できる者は、日本の大学に在籍し、それぞれの分野の専門教育を受け、学業成績が優秀で、

出身校の長が責任をもって推薦する者で、且つ合格した場合は入学することを確約できる者で、次
の各項のいずれかに該当するものとします。

　⑴　大学を2020年９月卒業見込みの者
　⑵ 　高等専門学校の専攻科を2020年９月修了見込みの者で、学校教育法（昭和22年法律第26号）第

104条第７項の規定により2020年９月末までに学士の学位を取得見込みのもの

Ⅲ　出願手続
　⑴　インターネット出願の流れ・アクセス方法

　⑵　出願期間および入学検定料納入期間
事　　　項 期　間

インターネット入力及び
入学検定料の支払

2020年５月21日（木）８時30分から６月４日（木）
17時まで

出願期間
（出願書類等の提出） 2020年６月１日（月）から６月４日（木）まで（必着）

　注意事項
　出願書類等（写真票及び推薦書等）の提出は、必ず簡易書留速達で郵送してください。簡易書留速
達以外で郵送した場合、事故があっても本学ではその責任は負いません。
　出願書類等は、2020年６月４日（木）までに必ず届くよう、郵送期間を十分考慮のうえ、発送して
ください。
　なお、特別な事情がある場合については、2020年５月22日（金）17時15分までに下記へ連絡してく
ださい。
　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　電話　0277-30-1039，1037

Step3 入学検定料の支払い　※検定料免除申請者は除く

Step2 志願者情報等を登録

Step5 出願書類等を郵送（６月４日まで）【必着】

Step4 群馬大学理工学府 HP から提出する様式をダウンロード。
記入（入力）し、印刷

Step1 群馬大学理工学府ホームページから出願サイトにアクセス

http://www.st.gunma-u.ac.jp/forexam/graduate_exam/

群馬大学理工学府　入試
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　⑶　入学検定料支払の方法
　　　検定料　30,000円
　　　次のどちらかの方法により支払ってください。

　　　１．コンビニエンスストアでの支払い
　　　　　（パソコンやスマートフォン等のある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、レジにて受け取った「入学検定料・選考料　取扱明細書」の「収納証明書」部

分を切り取り、貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。

　　　２．クレジットカードでの支払い
　　　　　（パソコンやスマートフォン等、プリンタのある環境で御利用ください。）
　　　　⑴ 　20頁「群馬大学大学院検定料払込方法」を参照の上、支払ってください。なお、支払手

数料は支払人の負担となりますので、留意してください。
　　　　⑵ 　支払後、「入学検定料・選考料　取扱明細書」を印刷し、「収納証明書」部分を切り取り、

貼付台紙（様式３）の所定の欄に貼り付けてください。
　　　※　既納の検定料は原則として返還しません。
　　　 　ただし、検定料を振り込み後、本学に出願しなかった場合又は書類の不備等により受理され

なかった場合、あるいは重複振り込み等所定の金額より多く振り込んだ場合は、下記手続きに
より返還します。

　　　 　返還に当たっては便せん等を用い、次のア～オを明記した検定料返還申出書を作成して理工
学部会計係へ郵送してください。

　　　　ア　返還申出の理由
　　　　イ　氏名（フリガナ）
　　　　ウ　郵便番号、住所
　　　　エ　連絡電話番号
　　　　オ　志望教育プログラム
　　　返還申出書送付先
　　　　〒376-8515　群馬県桐生市天神町1-5-1
　　　　群馬大学理工学部会計係　電話：0277-30-1068
　　　　返還される金額は、振込手数料を差し引いた金額となります。

　⑷　入学検定料の免除について
　　 　東日本大震災及び風水害等の災害に罹災した志願者については、特別措置として検定料の全額

を免除します。

　　［検定料の免除の対象者］
　　１．　東日本大震災に係る特別措置
　　　⑴ 　東日本大震災における災害救助法が適用されている地域で罹災した志願者で、以下のいず

れかに該当する者
　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した者
　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　⑵ 　学資負担者の居住地が、福島第一原子力発電所で発生した事故により、警戒区域、計画的

避難区域、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域に指定された者
　　２．風水害等の災害に係る特別措置
　　　⑴ 　出願期限の日から前１年以内に発生した風水害等の災害において、災害救助法が適用され

ている地域で罹災した志願者で、以下のいずれかに該当する者
　　　　①　学資負担者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流出した者
　　　　②　学資負担者が死亡又は行方不明の者
　　　⑵ 　本学が指定する風水害等の災害における「災害救助法適用域」については、本学ホームペー

ジ（入試情報＞学費・奨学金）を御確認ください。
　　 　上記に該当される方は、当該「検定料免除申請書」を本学ホームページ（入試情報＞学費・奨学金）

からダウンロードし、関係書類を添え出願書類に同封して申請してください。書類の提出に関す
る問合せ等は、平日８時30分から17時15分の間に学務部学生受入課【電話０27-220-7149】まで連
絡してください。

　　　URL:（https://www.gunma-u.ac.jp/）

　⑸　出願書類等
　　　入学志願者は、次の書類を所定の期日までに本学へ提出してください。
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　　　出願書類等に不足がある場合、出願を受け付けることができませんので、注意してください。
　　なお、出願に必要な様式は、本学理工学部ホームページからダウンロードしてください。

提出書類 対象者 摘　　　要

① 自動返信メール 全員 インターネット出願ページの出願完了登録後の返信メー
ルを印刷してください。

② 写真票 全員
本学所定の用紙（様式１）を用いて、氏名・志望教育プ
ログラムを記入し、写真を貼り付けたものを提出してく
ださい。

③ 成績証明書 全員
出身校の長が作成したもの。

（原本であること。コピーは不可。）
本学工学部又は理工学部出身者は不要です。

④ 卒業（修了）見込証明書 全員
出身校の長が作成したもの。

（原本であること。コピーは不可。）
本学工学部又は理工学部出身者は不要です。

⑤ 学位授与申請予定証明書
出願資格

（２）によ
り出願す
る者

在籍学校長発行のもの。
（原本であること。コピーは不可。）

⑥ 推薦書 全員 本学所定の様式（様式２）出身校若しくは本学の学部、
学科等の長が作成し、厳封されたもの

⑦ 検定料収納証明書 全員 本学所定の検定料収納証明書貼付台紙（様式３）を印刷
し、所定位置に添付して提出してください。

　（注）出願手続き後においては、記載事項の変更は認めません。

　⑹　出願書類等の提出方法
　　 　郵送する際は、A4サイズの書類を折らずに入れることができる封筒を使用し６月４日（木）

必着とします。

　⑺　受験票について
　　 　インターネット出願により登録した内容と、本学に届いた出願書類の内容が確認され、出願が

受理されると、６月15日（月）から６月19日（金）の間にメール添付にて受験票（PDF）を送
付します。受験票（PDF）を白色のA4用紙で印刷し、当日必ず持参してください。本学からの
受験票の送付はありません。

　※ 　受験票（PDF）を印刷したら、受験者氏名等が出願した内容と相違ないか確認してください。
万一記載に誤りがある場合や、６月19日（金）を過ぎてもメールが届かない場合には、下記まで
連絡をしてください。

　　【出願書類提出先・問合せ先】
　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　［電話：0277-30-1039，1037］

Ⅳ　障害等のある入学志願者との事前相談について
　 　障害等があって、受験上及び修学上の配慮を必要とする場合は、出願に先立ち、あらかじめ本学

と相談してください。
　⑴　相談の時期
　　　2020年５月22日（金）までとしますが、なるべく早い時期に相談してください。

　⑵　相談の方法
　　 　本学府所定の相談書（群馬大学理工学部ホームページ参照（http://www.st.gunma-u.ac.jp/

forexam/graduate_exam/）に医師の診断書等の必要書類を添付して提出してください。必要な
場合は、本学府において志願者又はその立場を代弁し得る関係者との面談等を行います。

　⑶　連絡先
　　　〒376-8515　桐生市天神町1-5-1
　　　　群馬大学理工学部　学務係　大学院担当　　［電話：0277-30-1039，1037］
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Ⅴ　選抜方法
　 　入学者の選抜は、書類審査及び面接（基礎的専門知識の諮問、人物考査）を含めた総合成績によ

り判定します。
　試験日　2020年７月２日（木）

教育プログラム名 試験科目 試験時間 試験場所
知能機械創製理工学 面　接 13：30 ～ 16：30 群馬大学理工学部

桐生キャンパス
（試験室等は、前日まで
に構内に掲示します。）

環境創生理工学 面　接 13：30 ～ 16：30

電子情報・数理 面　接 13：30 ～ 16：30

Ⅵ　合格者発表
　 　2020年７月13日（月）付けで、合格者本人に合格通知書を郵送します。併せて、合格者の受験番

号を群馬大学理工学部のホームページに同日の11時以降から７月27日（月）まで掲載します。大学
構内での掲示等は行いません。

　 　なお、合格者は、「合格通知書」とともに同封する「入学確約書」を2020年８月21日（金）まで
に群馬大学理工学部学務係大学院担当まで提出してください。

　　また、合否についての電話による問合せには、応じません。
　　URL:（http://www.st.gunma-u.ac.jp/）

Ⅶ　入学手続き
　入学手続日等については、別途通知します。
　⑴　入学手続に必要な経費
　　　①入学料　282,000円
　　　（注）　ア．入学時に入学料の改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　　イ．入学料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　　ウ．納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。

　⑵　入学後に必要な納付金
　　　①授業料　前期分　267,900円　　年額　535,800円
　　　（注）　ア．授業料に、入学時および在学中改定が行われた場合は、改定金額を適用します。
　　　　　　イ．授業料の納入方法等は、別途連絡します。
　　　　　　ウ ．授業料の納入については、希望により入学料の納入の際に、後期分を合わせて納入

することができます。
　　　　　　エ ．授業料を納入した入学手続完了者が、2021年３月31日（水）までに入学を辞退した

場合は、納入した者の申し出により、所定の手続きの上、納入した授業料相当額を返
還します。

　⑶　その他の諸経費
　　　入学料、授業料の他に、次の諸経費があります。
　　　学生教育研究災害傷害保険料　1,750円 ｝　セット加入なので計2,430円　　　学研災付帯賠償責任保険　　　  680円
　　　後援会費　　　　　　　　　 10,000円
　　　　　　　　　　　　　 合計：12,430円

　　 ＊工業会（同窓会）未加入の方については、工業会費（終身会費）50,000円と合わせて62,430円
となります。納入方法は、入学手続後にお渡しする払込取扱票により、郵便局の郵便振替で振り
込んでください。

　⑷　入学料免除・徴収猶予及び授業料免除・徴収猶予
　　 　特別な事情により学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は授業料

を免除する制度があります。
　　 　また、所定の納期までに入学料又は授業料の納入が困難と認められた者に対して、入学料又は

授業料の徴収を一定期間猶予することがあります。

　　○ 　東日本大震災で罹災し学費の納入が著しく困難であると認められた者に対して、入学料又は
授業料を免除する制度があります。

　　　 　申請を希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報
＞学費・奨学金」を御覧ください。
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　　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

　　○ 　入試結果や学業成績などが特に優秀な学生（卓越した学生）に対して、各研究科及び学府等
からの推薦に基づき、授業料の免除をする制度があります。

　
　　　問合せ先　群馬大学学務部　学生支援課学生生活係　電話：027-220-7141

　⑸　奨学金
　　 　経済的理由により修学に困難がある、学業・人物ともに優れた学生に対し、修学を援助するた

めに日本学生支援機構等による奨学金の貸与・給付制度があります。
　　 　希望する者は、群馬大学ホームページ（https://www.gunma-u.ac.jp/）の「入試情報＞学費・

奨学金」を御覧ください。

　　　問合せ先　群馬大学理工学部　学生支援係　電話：0277-30-1042

Ⅷ　学年暦
　　学年は、毎年４月１日に始まり翌年３月31日に終わります。

Ⅸ　入学志願者の個人情報保護について
　 　群馬大学では、提出された出願データ及び出願書類により取得した志願者の個人情報及び入学試

験の実施により取得した受験者の個人情報について、「国立大学法人群馬大学保有個人情報管理規
程」に基づいて取扱い、次の目的以外には利用しません。

　　○　入学者選抜に関する業務（統計処理などの付随する業務を含む。）
　　○ 　入学手続完了者にあっては、入学者データとして入学後の就学指導業務、学生支援業務及び

授業料徴収業務
　　○ 　大学運営上の目的で行われる調査・研究に関する業務（入試の改善や志願動向の調査・分析、

各種統計資料作成業務を含む。）
　 　なお、当該個人情報を利用した調査・研究結果の発表に際しては個人が特定できないよう処理し

ます。
　 　また、本学の上記業務にあたり、一部の業務を個人情報の適切な取扱に関する契約を締結した上

で、外部の事業者に委託することがあります。
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重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラム

（重粒子線医理工連携コース）

　重粒子線によるがん治療は身体の負担が少なく高いQOL（Quality of Life）が得られる治療法で、
今後重要ながん治療法になると期待されています。群馬大学は大学院博士課程を有する大学としては
唯一重粒子線治療装置を所有し、重粒子線治療に関連した教育・研究・人材育成を行うことができる
大学です。

　重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラムは2019年度より本学医学系研究科と連携して
設立されました。
　本プログラムの募集人員は２名程度です。履修希望者は理工学府博士前期課程に入学後、９月頃に
別途行われる試験によって選抜されます。また、本プログラムは、博士前期・後期課程を一貫した「５
年一貫の学位プログラム」です。
　選抜方法・試験の日程については、以下のURLをご確認ください。
　URL:（https://lphd.dept.showa.gunma-u.ac.jp/?page_id=2904#）

（重粒子線医理工連携コース概要）

　重粒子線によるがん治療は、放射線腫瘍医だけでなく、医師のニーズに応えられる装置の開発・治
療計画の立案に携わる開発技術者および医学物理士、さらに治療の最適化を検証する生物学者などが
支え合うことで成り立っています。
　本学位プログラムでは、医学系研究科と理工学府の博士課程（前期・後期課程）に医学・理工学融
合型のリーディングプログラム重粒子線医理工連携コースを創設し、これにより、学際的な先進的医
療である重粒子線治療を各専門分野の領域を超えて牽引する、優れた資質を持つ、世界に通用する放
射線腫瘍医リーダーならびに医学物理分野や医学生物学分野のリーダーおよび重粒子線医療機器開発
企業の研究開発リーダーの養成をめざします。
　養成されるリーダーは重粒子線医学・生物学の基礎と重粒子線先端臨床研究ならびに高度医療機器
の開発・運用技術の両面を習得し、その特性や中心的学問領域に応じ、国内外の放射線・重粒子線の
研究拠点や重粒子線治療施設、重粒子線治療を包括的に運営・開拓できる指導者として、あるいは高
度医療機器開発産業における国際的な指導者として、重粒子線治療分野の推進と展開を支える役割を
果たすことが期待されます。

　《問合せ先》
　　群馬大学理工学部　学務係
　　（重粒子線医理工学グローバルリーダー養成プログラム担当）
　　〒376-8515　群馬県桐生市天神町1-5-1
　　TEL：0277-30-1027
　　Email： t-gakumu@jimu.gunma-u.ac.jp
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群馬大学大学院理工学府博士前期課程（修士課程）案内

　本学府の前期課程（修士課程）では、学部における専門的基礎の上に、広い視野に立脚して各教育プログ
ラム分野を研究し、精深なる学識と研究能力を養うことを目的とし、その修業年限は２年です。本課程に２
年以上在学し、各教育プログラム科目について所定の必修科目及び選択必修科目等を含めて合計32単位以上
修得し、更に、学位論文の審査及び最終試験に合格した者に対し、修士（理工学）の学位が授与されます。
本学府に設けられている各教育プログラムの所属教員及び教育・研究内容は、次のとおりです。

　◆物質・生命理工学教育プログラム
教　員　名 研　究　内　容

教　授 浅川　直紀 バイオベースポリマーの機能化、高分子の創発的ダイナミクスを利用した生体情報処理デバイス
教　授 浅野　素子 光機能性金属錯体及びπ電子化合物の設計・合成と励起状態ダイナミクスの解明
教　授 網井　秀樹 新しい有機合成反応の開発とその応用
教　授 上原　宏樹 高分子材料の延伸加工による高性能化・高機能化
教　授 海野　雅史 有機ケイ素及び有機ヘテロ原子化合物の設計、合成と応用
教　授 エムデイ　ザキール　ホサイン SiC 上のエピタキシャルグラフェンの化学修飾
教　授 奥津　哲夫 結晶成長の光制御、有機化合物の励起緩和過程
教　授 尾崎　広明 機能化核酸の開発と遺伝子解析への応用
教　授 粕谷　健一 生分解性ポリエステル分解酵素の構造と機能、環境浄化微生物の探索
教　授 久新　荘一郎 有機ケイ素化合物の構造と機能
教　授 京免　　徹 機能性酸化物の設計と固体化学

※教　授　 工藤　貴子 14族の高周期元素や遷移金属元素を含む新規な化合物の理論的研究
教　授 白石　壮志 炭素系ナノ細孔体材料の開発と電気化学キャパシタへの応用
教　授 住吉　吉英 短寿命分子種及びラジカルクラスターの分子構造の研究
教　授 園山　正史 生体分子科学、タンパク質の構造・機能・ダイナミクス
教　授 高橋　　浩 生体膜モデル系及び生体高分子の熱物性と構造解析
教　授 武田　茂樹 受容体の機能解析、タンパク質の自己組織化の解析と応用
教　授 中村　洋介 新規π共役系化合物の構築と機能物質への応用
教　授 花屋　　実 機能性固体材料の開発とその熱・誘電・光物性及び磁性の研究
教　授 松尾　一郎 糖鎖科学、糖鎖工学、糖質関連化合物の合成と機能解析
教　授 山延　　健 高分子材料の構造解析、機能性高分子
教　授 山本　隆夫 複雑流体の統計物理学
教　授 若松　　馨 細胞内情報伝達、蛋白質の凝集防止、蛋白質・ペプチドの立体構造決定、てんかんモデルラットの開発
准教授 井上　裕介 遺伝子欠損マウスを用いた肝臓の核内受容体の機能解析
准教授 岩本　伸司 無機材料の合成と触媒特性に関する研究
准教授 榎本　　淳 アレルギーや自己免疫疾患の予防・症状緩和に有効な機能性食品、アンチエイジング食品の開発
准教授 奥　　浩之 生体関連化学、生体高分子材料、マラリアワクチンと検査キットの開発
准教授 菅野　研一郎 遷移金属触媒を用いる有機ケイ素化合物の新規合成法の開拓
准教授 佐藤　記一 生体関連物質のマイクロ分析化学
准教授 高橋　　剛 ペプチド・タンパク質工学による機能性分子の創製と応用
准教授 武田　亘弘 小分子の活性化を指向した新規配位子を有する金属錯体の創製
准教授 武野　宏之 多成分高分子系の自己凝集構造とダイナミクス
准教授 橘　　熊野 バイオベース材料と生分解性材料の開発
准教授 行木　信一 大腸がんの分化に関わるタンパク質の機能探索、ＲＮＡとタンパク質の立体構造解析
准教授 藤沢　潤一 光エネルギー変換のための無機－有機複合材料の研究
准教授 堀内　宏明 光物理化学を基盤とした光機能性物質の研究
准教授 村岡　貴子 高周期典型元素を含む特異な配位子とその遷移金属錯体の研究
准教授 森口　朋尚 機能性核酸分子の創成、天然物関連化学
准教授 山路　　稔 有機化合物及び有機金属錯体の励起状態における光物理・光化学反応過程の研究
准教授 山田　圭一 合成化学と分子イメージング技術の融合による新規生物活性ペプチドの創製
准教授 吉原　利忠 有機化合物の光物理・光化学および発光分子を用いたバイオイメージングに関する研究
准教授 米山　　賢 未利用資源を活用した高分子の合成、遷移金属触媒を用いる新規重合方法
客員教授 阿部　英喜 生物有機資源を利用した高分子の分子・材料設計に関する研究
客員教授 川島　隆幸 典型元素の特性を活かした新規機能生分子の創成
客員教授 齋藤　　剛 定量NMRに関する研究
客員教授 瀬古　典明 放射線を活用した高分子の加工技術に関する研究
客員教授 田口　光正 量子ビーム反応と環境・医療応用研究
客員教授 野々瀬　菜穂子 無機化学標準物質及びプラズマ分光分析法の研究
客員教授 前川　康成 量子ビームによる高分子機能材料の創製と構造・機能解析の研究
客員教授 八巻　徹也 次世代エネルギーデバイスのためのナノテクノロジー研究と材料創製
客員准教授 吉川　佳広 表面分子集積に関する研究、分解を制御した生分解性ポリマー材料の開発
客員准教授 田中　陵二 新しい有機ケイ素化合物合成反応の研究
客員准教授 沼田　圭司 天然クモ糸および人工シルク材料の構造と機能に関する研究
客員准教授 廣木　章博 高分子材料の放射線改質と環境にやさしいモノ作り
客員准教授 山本　洋揮 量子ビーム誘起反応に基づいた超微細加工材料に関する研究
　※印の教員は2022年３月末に定年退職となります。
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　◆知能機械創製理工学教育プログラム
教　員　名 研　究　内　容

教　授 天谷　賢児 熱流体工学、界面変動、微粒化、環境流体工学
教　授 荒木　幹也 ジェットエンジン、自動車エンジン、流体騒音、燃焼、噴霧
教　授 石間　経章 流れ及び熱・物質移動の実験的解明、微細粒子を含む流れのレーザ応用計測
教　授 魏　　書剛 高速算術演算アルゴリズム、暗号化処理回路、デジタル音響信号処理
教　授 荘司　郁夫 異相界面科学、マイクロ接合、電子実装材料、ろう付、表面処理、金属の腐食
教　授 鈴木　孝明 マイクロマシン・MEMSとそのバイオ・光・IoT 応用
教　授 中沢　信明 ヒューマンインタフェース、生体運動制御、ロボットの動作計画
教　授 半谷　禎彦 ポーラスアルミニウムの作製・力学特性評価
教　授 藤井　雄作 精密計測、光波干渉計測、電気機械計測、基礎物理定数の設定法
教　授 古畑　朋彦 燃焼、噴霧流、排ガス後処理、ガスタービン
教　授 松原　雅昭 新素材の強度評価、破壊力学を用いた構造健全性評価
教　授 丸山　真一 機械構造の振動解析と実験計測、非線形現象
教　授 山口　誉夫 自動車構造、機械、生体の動特性解析、CAE、制振、防音、音響、波動ブラックホール
教　授 山田　　功 システム制御理論とその応用、機械・ロボットの制御、機械の知的制御
教　授 林　　偉民 超精密加工・計測・表面評価の技術
准教授 相原　智康 金属の強度と破壊の微視的評価、流体の特性のシミュレーション

※准教授　 安藤　嘉則 磁気歯車、協働ロボット、ACV、人間機械系の安全性
准教授 井上　雅博 有機／金属／無機ハイブリット材料の開発・物性評価及び先導的エレクトロニクス実装応用技術への応用
准教授 岩崎　　篤 構造健全性モニタリング、複合材料、締結
准教授 川島　久宜 気泡力学、熱流体計測、混相流
准教授 小山　真司 精密接合、表面硬化、耐食性、耐摩耗性
准教授 座間　淑夫 噴霧工学、可視化計測、自動車工学
准教授 舩津　賢人 高速高温流体力学、宇宙飛翔体の熱防御技術、分光法によるプラズマ診断
准教授 村上　岩範 電磁力応用、アクチュエータ、超電導応用、移動ロボット、跳躍ロボット
准教授 モハマド　アブドスサマド　カマル 次世代用自動車両・交通制御システム、モデル予測制御・インテリジェント制御とその応用
客員教授 鏑木　哲志 ものづくりへの IoT 活用に関する研究
客員教授 嶋田　和人 航空宇宙医学、有人宇宙技術、潜水医学、耳鼻咽喉科学、人間工学、産業医学
客員教授 渡邉　裕彦 はんだ付、ミクロ組織評価、高温動作パワーエレクトロニクス用接合材料

　※印の教員は2022年３月末に定年退職となります。

　◆環境創生理工学教育プログラム
教　員　名 研　究　内　容

教　授 板橋　英之 環境中の重金属イオンのスペシエーションと除去
教　授 大嶋　孝之 高電圧技術のバイオ・水環境への工学的応用
教　授 尾崎　純一 炭素表面の機能化と燃料電池電極触媒等への応用
教　授 桂　　進司 生体高分子の操作技術の開発とその工学的応用
教　授 金井　昌信 地域防災、避難、災害情報、防災教育に関する実践的研究
教　授 河原　　豊 バイオマス科学、バイオベースマテリアル開発、生物材料の有効利用
教　授 黒田　真一 プラズマ・光等を用いた表面・界面の制御による材料の高性能・高機能化
教　授 清水　義彦 移動床力学、河川植生と地形変化、河道動態予測手法の構築
教　授 中川　紳好 燃料電池の電極反応・物質移動解析、燃料電池関連材料の開発
教　授 若井　明彦 斜面災害メカニズム、地盤－構造物系の力学的諸問題、地盤数値解析
教　授 渡邉　智秀 生物学的廃水処理、水環境浄化技術、用・廃水の高度処理技術、資源回収
准教授 伊藤　　司 環境浄化のための微生物の制御や高活性化技術の開発、環境微生物の新機能の開拓
准教授 鵜﨑　賢一 河川と沿岸域の広域土砂動態の解明、実測データと簡易モデルを用いた河川の土砂供給量の算定モデルの開発
准教授 大重　真彦 分子設計技術を用いた生体分子操作法の開発と反応プロセス解析への応用
准教授 小澤　満津雄 コンクリートの耐火性能評価、コンクリートの体積変化に伴うひび割れ制御
准教授 斎藤　隆泰 応用力学、計算力学、維持管理工学、非破壊評価
准教授 蔡　　　飛 地盤と土構造物の耐震技術、地すべりの安定評価、地中熱の利用
准教授 佐藤　和好 セラミックス材料の高精度合成プロセス開発と固体酸化物燃料電池等への応用
准教授 野田　玲治 持続型社会のための未利用資源（廃棄物・バイオマス）のエネルギー利用技術開発、エネルギー／物質フロー解析に基づく地域社会の設計と評価
准教授 原野　安土 微小液滴浮揚装置を用いたマイクロ化学プラントの開発
准教授 樋山　みやび ホタル生物発光機構の解明とその応用
准教授 森本　英行 全固体電池および高エネルギー密度電池材料の高性能化に関する研究
客員教授 白井　裕三 エネルギー環境システム、エネルギー変換
客員教授 野田　直希 燃焼環境工学、エーロゾル工学、固体炭素資源転換工学
客員准教授 丹野　賢二 燃焼数値シミュレーション、エネルギー制御
　　

− 22 −



　◆電子情報・数理教育プログラム
教　員　名 研　究　内　容

教　授 天野　一幸 計算量理論、アルゴリズム、機械学習
教　授 天羽　雅昭 超越数論及びディオファンタス近似論
教　授 太田　直哉 画像処理、ロボットビジョン、パターン認識、自律走行ロボット
教　授 神谷　富裕 高エネルギーイオンビーム、マイクロビーム、放射線検出器、粒子線治療
教　授 後藤　民浩 アモルファス・ナノ材料の光・電子物性と相変化メモリー、薄膜太陽電池への応用
教　授 小林　春夫 アナログ、ディジタル混載システム LSI の研究
教　授 櫻井　　浩 スピントロニクス、リチウムイオン電池、Ｘ線イメージング、医用工学
教　授 関　　庸一 データマイニング、統計的学習理論、応用データ解析
教　授 曾根　逸人 ナノメートル計測制御、ナノ電子デバイス、医療用高感度バイオセンサ、結晶成長
教　授 高橋　　学 遷移金属化合物の磁性と電子物性の理論的研究
教　授 田沼　一実 固体力学に現れる偏微分方程式における解の構造と逆問題
教　授 中野　眞一 グラフアルゴリズム、情報の可視化、離散最適化
教　授 長尾　辰哉 強相関電子系の物性に磁気秩序、軌道秩序が及ぼす影響の理論的研究
教　授 橋本　誠司 モーションコントロール、システム同定、振動制御、精密制御、再生可能エネルギー
教　授 花泉　　修 光通信用デバイス、マイクロフォトニクス
教　授 本島　邦行 電波伝搬観測、電磁波を用いた非接触計測、電磁波数値解析
教　授 山崎　浩一 グラフアルゴリズム、近似アルゴリズム、確率的アルゴリズム、ゲームベース学習
教　授 渡辺　秀司 フーリエ型の積分変換と量子力学における交換関係との関連の解明とその応用
准教授 荒木　　徹 グラフ理論、グラフアルゴリズム、組合せ最適化
准教授 伊藤　直史 計算機応用計測システム
准教授 尹　　　友 情報記録・情報処理用材料・素子・システム、人工知能素子、ナノ加工、ナノ計測
准教授 奥　　寛雅 ダイナミックイメージコントロール、高速画像処理、高速光学素子
准教授 尾崎　俊二 半導体ナノ結晶、三元化合物半導体結晶の電子バンド構造と光物性
准教授 加藤　　毅 バイオインフォマティクス、機械学習、統計解析
准教授 河西　憲一 待ち行列理論、通信トラヒック理論、情報通信システムの性能評価
准教授 加田　　渉 量子ビーム科学、放射線検出器・線量計、量子材料・生命科学
准教授 栗田　伸幸 磁気ベアリング、磁気浮上モータ、自動制御工学、パワーエレクトロニクス
准教授 佐藤　守彦 MOSFET を用いたパルス高電圧発生装置の製作と水中放電への応用に関する研究
准教授 鈴木　真粧子 Ｘ線分光、表面・界面科学、マルチフェロイクス
准教授 高井　伸和 低電圧 CMOS アナログ集積回路の設計とその自動合成
准教授 高橋　俊樹 磁気閉じ込めプラズマ、先進核融合発電、複雑系シミュレーション
准教授 高橋　佳孝 オプトエレクトロニクスデバイス・システムの作製と応用、光センシング
准教授 髙江州　俊光 ヒルベルト空間論、相対論的場の量子論、スペクトル解析・散乱理論
准教授 名越　弘文 整数論における関数の解析的性質とその応用
准教授 浜名　　誠 ソフトウェア、関数型プログラミング言語、自動推論
准教授 引原　俊哉 低次元強相関電子系、量子スピン系、数値計算
准教授 藤田　憲悦 数理論理学
准教授 古澤　伸一 イオン導電性薄膜及び単結晶の基礎物性、ナノイオニクス
准教授 三浦　健太 酸化物系発光デバイス及び新規光電デバイスに関する研究
准教授 宮崎　隆史 指数型不定方程式、ディオファントス解析
准教授 三輪　空司 RC構造物のレーダ計測、ドップラ応用計測、超解像イメージング
准教授 守田　佳史 低次元量子系、超伝導体の理論的研究
准教授 山本　　潮 コンピュータネットワーク、エージェントシステム
准教授 弓仲　康史 多値情報処理システム、アナログ・ディジタル信号処理及び集積回路
講　師 大塚　　岳 幾何学的運動方程式による界面の発展現象の解析
客員教授 浅見　幸司 RF、アナログ・デジタル混在 LSI の計測および試験技術
客員教授 石田　雅裕 集積回路試験技術
客員教授 孝橋　照生 磁気計測、スピン偏極電子顕微鏡
客員教授 小関　国夫 パワーエレクトロニクス
客員教授 齊藤　和夫 超伝導素子及び回路応用、単一磁束量子回路、界面改質型高温超伝導ジョセフソン接合と回路応用、超伝導Ａ／Ｄ変換器
客員教授 佐々木　直哉 シミュレーション科学、分子動力学、摩耗シミュレーション
客員教授 田中　保宜 パワー半導体デバイス、半導体プロセス技術
客員教授 三木　隆博 アナログ集積回路設計
客員准教授 三谷　武志 結晶成長、分光評価
　
注）　以下の教員の志願者は、あらかじめ理工学部学務係まで申し出てください。

　◆食健康科学教育研究センター
教　員　名 研　究　内　容

講　師 藤原　亜希子 共生を標的とした低環境負荷型の農業病害虫コントロール技術の開発
講　師 大田　ゆかり 微生物・酵素の利用技術の開発／食品機能解析
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