
青字は、県内就職先

　　【　　【　　【　　【教育学研究科教育学研究科教育学研究科教育学研究科】】】】

■学校教育

〈公立小学校〉　　　　 　前橋市　　　　高崎市　　　　伊勢崎市　　　　足利市　　　　北茨城市

〈公立中学校〉　　　　 　前橋市　　　　高崎市

〈公立高等学校〉　　　  群馬県

〈公立特別支援学校〉　群馬県

〈その他私立〉　　　  　 群馬県

■公務

群馬県

■企業

㈱ヤマダ電機

　　【　　【　　【　　【社会情報学研究科社会情報学研究科社会情報学研究科社会情報学研究科】】】】

イオンクレジットサービス㈱ 相模屋食料㈱
㈱大広 ㈱ニチリン

　　【　　【　　【　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】】】】

群馬大学医学部附属病院 神戸大学医学部附属病院

　　【　　【　　【　　【医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻】】】】

■医療業

小川赤十字病院 公立藤岡総合病院 栃木病院
介護老人保健施設一羊館 上武呼吸器内科病院 東所沢病院
川口市立医療センター 済生会前橋病院 日高病院
北関東循環器病院 聖マリアンナ医科大学病院 前橋協立病院
群馬県心臓血管センター せせらぎ病院附属あらくさ診療所 前橋赤十字病院
群馬大学医学部附属病院 高木病院 山梨県立病院
公立富岡総合病院 千葉医療センター 横田マタニティーホスピタル

■学校教育

葵メディカルアカデミー 埼玉医科大学 高崎健康福祉大学
桐生大学 佐久大学 群馬医療福祉大学附属リハビリ専門学校

群馬県立県民健康科学大学 上武大学 高崎総合医療センター附属高崎看護学校

群馬パース大学

■公務

群馬県　　　　　前橋市　　　　　館林市　　　　　みどり市 

■企業

ホクト㈱ 三菱化学メディエンス㈱
㈱マルマ ㈱和漢薬研究所

　　【　　【　　【　　【医学系研究科 博士後期課程 保健学専攻医学系研究科 博士後期課程 保健学専攻医学系研究科 博士後期課程 保健学専攻医学系研究科 博士後期課程 保健学専攻】】】】

■医療業

せせらぎ病院附属あさくら診療所

■学校教育

茨城県立医療大学 群馬大学医学部保健学科 高崎健康福祉大学保健医療学部

　　【　　【　　【　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻医学系研究科 博士課程 医科学専攻医学系研究科 博士課程 医科学専攻医学系研究科 博士課程 医科学専攻】】】】

■医療業

愛知県立循環器呼吸器病センター 群馬大学医学部附属病院 第一病院
石北歯科医院 群馬中央総合病院 利根中央病院
伊勢崎市民病院 公立碓井病院 豊泉歯科医院
牛久眼科 公立藤岡総合病院 原町赤十字病院
(財)群馬県健康づくり財団 西安交通大学医学院 前橋赤十字病院
群馬県立がんセンター 西安交通大学医学院第一附属医院ＰＥＴ-CT室 老年病研究所附属病院
群馬県立心臓血管センター

平成21年度大学院修了生の主な就職先



■学術研究

群馬県衛生環境研究所 群馬大学重粒子線医学研究センター
群馬大学大学院医学系研究科 同志社大学

■学校教育

育英短期大学 大理学院基礎医学院生化学教室 遼寧中医薬大学薬学院

　　【　　【　　【　　【工学研究科 博士前期課程工学研究科 博士前期課程工学研究科 博士前期課程工学研究科 博士前期課程】】】】

■地方公務

群馬県庁　　　千葉県水道局　　　小山市役所　　　桐生市役所　　　高崎市役所
京都府庁　　　伊勢崎市役所　　　渋川市役所　　　下妻市役所　　　南那須地区広域行政事務組合

　　【　　【　　【　　【工学研究科 博士前期課程 応用化学工学研究科 博士前期課程 応用化学工学研究科 博士前期課程 応用化学工学研究科 博士前期課程 応用化学・・・・生物化学専攻生物化学専攻生物化学専攻生物化学専攻】】】】

㈱アキタ ＦＤＫトワイセル㈱ 東レ・テキスタイル㈱
㈱アクロジャパン 三洋電機㈱ ㈱十川ゴム
曙ブレーキ工業㈱ ㈱シオダ食品 日油技研工業㈱
㈱朝日ラバー ㈱重松製作所 ニッカン工業㈱
厚木プラスチック㈱ シミック㈱ 日東電工ＣＳシステム㈱
アドバンテック㈱ ㈱新進 日本エー・アイ・シー㈱
アトミクス㈱ 住軽アルミ箔㈱ 日本カーリット㈱
アロン化成㈱ 昭和パックス㈱ 日本食品化工㈱
AGCポリマー建材㈱ 杉原エス・イー・アイ㈱ 日本ステリ㈱
大塚製薬㈱ 大黒工業㈱ 日本フィルター工業㈱
花王㈱ ㈱大協精工 ㈱日本フエルト
兼松日産農林㈱ 大日本印刷㈱ ハイテック㈱
出光ライオンコンポジット㈱ 大日本塗料㈱ 日立化成工業㈱
川口化学工業㈱ 太陽誘電㈱ ㈱フーケ
関東電化工業㈱ 高砂香料工業㈱ ㈱ＶＳＮ
キヤノンオプトロン㈱ タマポリ㈱ ㈱フコク
キヤノン化成㈱ タムラ化研㈱ 藤森工業㈱
キョーラク㈱ ㈱中国化薬 本田技研工業㈱
㈱共立理化学研究所 DIC㈱ 三菱樹脂㈱
㈱倉本産業 東京CRO㈱ ㈱メイコー
㈱高純度化学研究所 東京インキ㈱ ㈱メッセ・ゴー
光洋産業㈱ 東京テックサービス㈱ ㈱陽進堂
㈱サカエ 東京都立産業技術研究センター ㈱両毛システムズ
サンデン㈱ 東洋アルミニウム㈱ リンテック㈱
サンノーバ㈱ 東洋エアゾール工業㈱

　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 機械工学研究科 前期博士課程 機械工学研究科 前期博士課程 機械工学研究科 前期博士課程 機械システムシステムシステムシステム工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻】】】】

会津オリンパス㈱ 東京電力㈱ 富士重工業㈱
いすゞ自動車㈱ 東北電力㈱ 富士ゼロックス㈱
㈱いすゞ中央研究所 東レ・テキスタイル㈱ フジノン㈱
宇部日東化成㈱ 新潟原動機㈱ ブリヂストンスポーツ㈱
オークマ㈱ 日本精工㈱ 本田技研工業㈱
㈱小松製作所 東日本旅客鉄道㈱高崎支社 ㈱ミツバ
三洋電機㈱ 日陽エンジニアリング㈱ 三菱重工業㈱
杉原エス・イー・アイ㈱ ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 三菱電機エンジニアリング㈱
スズキ㈱ 日高精機㈱ 三菱電機㈱
セイコーエプソン㈱ ㈱日立ハイテクインスツルメンツ ㈱山田製作所
ソニーエナジー・デバイス㈱ ㈱ブリヂストン ㈱リコー
ダイハツ工業㈱

　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 生産工学研究科 前期博士課程 生産工学研究科 前期博士課程 生産工学研究科 前期博士課程 生産システムシステムシステムシステム工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻】】】】

出光ライオンコンポジット㈱ セコム㈱ パナソニック㈱
㈱エヌジェーケー ㈱大氣社 東日本旅客鉄道㈱
キャーラク㈱ ㈱ＴＫＣ 日立アプライアンス㈱
京三電機㈱ 大日本印刷㈱ 富士重工業㈱
㈱クラレ ㈱東京測器研究所 山九㈱
坂本工業㈱ 長野日本電線㈱ ㈱ミツバ
澤藤電機㈱ ㈱ナカヨ通信機 リズム時計工業㈱
スズキ㈱



　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 環境工学研究科 前期博士課程 環境工学研究科 前期博士課程 環境工学研究科 前期博士課程 環境プロセスプロセスプロセスプロセス工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻】】】】

太田都市ガス㈱ 住友ケミカルエンジニアリング㈱ 日本製粉㈱
沖電線㈱ 星光ＰＭＣ㈱ 日本電産サーボ㈱
㈱クラレ 綜研化学㈱ 日立化成工業㈱
㈱クレハ ㈱大氣社 ㈱日立製作所
古河電気工業㈱ 大正製薬㈱ ㈱日立プラントテクノロジー
コスメテックスローランド㈱ 東洋炭素㈱ 日特建設㈱
㈱システナ トステム㈱ ㈱星医療酸器
ジョンソンコントロールズ㈱ 日清紡ホールディングス㈱ ㈱明電舎
新日本空調㈱ ニプロ医工㈱

　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 社会環境工学研究科 前期博士課程 社会環境工学研究科 前期博士課程 社会環境工学研究科 前期博士課程 社会環境デザインデザインデザインデザイン工学専攻工学専攻工学専攻工学専攻】】】】

㈱ＩＢジャパン ジェコス㈱ 東海旅客鉄道㈱
旭テック㈱ ㈱ショウエイ 東日本旅客鉄道㈱高崎支社
川崎地質㈱ 太平洋セメント㈱ 三井住友建設㈱
群馬ホーム㈱ ㈱地球システム科学

　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 電気電子工学専攻工学研究科 前期博士課程 電気電子工学専攻工学研究科 前期博士課程 電気電子工学専攻工学研究科 前期博士課程 電気電子工学専攻】】】】

㈱アイ・オー・データ機器 第一電子工業㈱ 日新電機㈱
旭化成エレクトロニクス㈱ ダイキン工業㈱ 日鐵住金建材㈱
㈱アドバンテスト ㈱大都技研 日本電産サーボ㈱
エア・ウォーター防災㈱ 大日本印刷㈱ 日本電設工業㈱
㈱沖データ 太陽誘電㈱ ㈱ＰＦＵ
キヤノン・コンポーネンツ㈱ 東京計器㈱ ㈱日立システムアンドサービス
キヤノン電子㈱ ㈱東京測器研究所 日立水戸エンジニアリング㈱
キヤノンファインテック㈱ 東京電力㈱ ㈱富士通ゼネラル
コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱ ㈱東芝 本田技研工業㈱
澤藤電機㈱ 東芝プラントシステム㈱ マックス㈱
サンデン㈱ 東邦工業㈱ ㈱ミツバ
ジェイアール東日本ビルテック㈱ 東北電力㈱ 三菱重工業㈱
ＪＦＥアドバンテック㈱ トッパン・フォームズ㈱ 三菱電機㈱
シャープ㈱ ㈱トプコン ㈱山田製作所
スズキ㈱ ㈱ナカヨ通信機 ㈱ワーテックス
住友電気工業㈱

　　【　　【　　【　　【工学研究科 前期博士課程 情報工学専攻工学研究科 前期博士課程 情報工学専攻工学研究科 前期博士課程 情報工学専攻工学研究科 前期博士課程 情報工学専攻】】】】

㈱アイネス Ｔ＆Ｄ情報システム㈱ 日立ソフトウェアエンジニアリング㈱
アドソル日進㈱ 東京電力㈱ 富士通フロンテック㈱
㈱沖データシステムズ ㈱ナブアシスト 本田技研工業㈱
㈱ＳＣＣ 任天堂㈱ 三菱電機㈱
㈱エヌ・ティ・ティデータ ㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス 三菱電機情報ネットワーク㈱
㈱ジーシーシー          ㈱日立情報システムズ ㈱両毛システムズ
シャープ㈱

　　【　　【　　【　　【工学研究科 博士後期課程工学研究科 博士後期課程工学研究科 博士後期課程工学研究科 博士後期課程】】】】

■学術研究

(財)空港輸送技術研究センター（ＡＴＥＣ） ㈱ボゾリサーチセンター

■学校教育

群馬大学大学院工学研究科 福井工業高等専門学校 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｔｅｋｎｉｋａｌ　Ｍａｌａｓｉａ　Ｍｅｌａｋａ

■企業

坂本工業㈱ ㈱日立ハテクインスツルメンツ
日本アイビーエム㈱ 富士通㈱

青字は、県内就職先
　　【　　【　　【　　【特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科特別支援教育特別専攻科】】】】

■学校教育

〈公立特別支援学校〉　群馬県

〈私立幼稚園〉　　　　 　山王幼稚園

平成21年度専攻科修了生の主な就職先


