
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　　　伊勢崎市　　　太田市　　　館林市　　　大泉町

〈公立中学校〉　　　　館林市　　　榛東村　　　　深谷市

〈公立高等学校〉　　　  群馬県　　　千葉県

〈その他私立〉　　　  　 東京都　　　群馬県

■学校事務

女子美術大学

■地方公務

渋川広域消防

■医療業

群馬小児医療センター

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■地方公務

群馬県

■医療業

利根中央病院

■企業

利根保健生活協同組合 ㈱群馬ロイヤルホテル（NIPPON語学院） 株式会社群馬経済新聞社

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■医療業

真木病院

■企業

㈱マック ㈱トマル ナブアシスト
日本色材工業研究所 Meiji　Seikaファルマ㈱

■その他法人

GLOBAL FUNDS- HIV/AIDS PROGRAM

　　【　　【　　【　　【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

せせらぎ病院附属あさくら診療所 伊勢崎市民病院 日高病院
狭山病院 渋川総合病院 原町赤十字病院
藤岡総合病院 つくば臨床検査教育・研究センター 隅病院
日高リハビリテーション病院 榛名荘病院 七日市病院
埼玉県立がんセンター 宇都宮記念病院 足利赤十字病院
横田マタニティクリニック 獨協医科大学病院 帝京大学医学部附属病院
群馬大学医学部附属病院

■公務

群馬県 前橋市 榛東村

■学校教育

学校法人　未来学園 信州大学 桐生大学

■企業

三菱化学メディエンス ㈱エシック 東和銀行健康保険組合
㈱日立メディコ

　　【　　【　　【　　【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

群馬大学医学部附属病院 群馬大学医学教育センター 旭川医科大学

　　【　　【　　【　　【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

京都大学医学部附属病院 高崎総合医療センター 群馬大学医学部附属病院
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 群馬大学　生体調節研究所
名古屋大学大学院医学系研究科神経疾患・腫瘍分析医学研究センター

■学校教育

北海道大学

平成23年度大学院修了生の主な就職先



　　【　　【　　【　　【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】】】】

■国家公務

警察庁

■地方公務

群馬県警 栃木県 埼玉県
渋川市 上田市 伊勢崎市
高崎市

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■医療業

群馬県立がんセンター

■企業

㈱カワチ薬品 ㈱倉本産業 白山印刷㈱
㈱アスクレップ モーリン化学㈱ ㈱エムティーアイ
ユシロ化学工業㈱ ＮＳＫニードルベアリング㈱ ㈱群馬分析センター
住友大阪セメント㈱ ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱東海理化電機製作所
サンノーバ㈱ 鬼怒川ゴム工業㈱ 黒崎播磨㈱
㈱熊谷環境分析センター ㈱豊田自動織機 ポーライト㈱
㈱環境技研 ㈱クスリのマルエ ㈱サンリッツ
シーメンスジャパン㈱ 高田製薬㈱ ㈱富士テクニカルリサーチ
㈱サンエース ㈱ハイテック 東京応化工業㈱
㈱荻野商店 ㈱アイビー化粧品 森産業㈱
旭ファイバーグラス㈱ コルコート㈱ ㈱アドバンテージ・サイエンス
シオノケミカル㈱ ㈱ミツバ ＡＧＦ関東㈱
㈱富士紡ホールディングス 日本精工㈱ ㈱エーピーアイコーポレーション
㈱テクノフロンティア ㈱ＮＢＣメッシュテック セイコーホールディングス㈱
日星産業㈱ 太陽ホールディングス㈱ 東邦工業㈱
セーレン㈱ ㈱吉田鉄工所 日東電工㈱
サンデン㈱ 日本ペイント㈱ オリヒロ㈱
相模屋食料㈱ 綜研化学㈱ 日本カーリット㈱
日本マタイ㈱ シンジーテック㈱ ㈱コメット
日本化薬㈱ ㈱半導体エネルギー研究所 ＮＥＣエネジーデバイス㈱
日本ケミコン㈱ ㈱ＣＩＪ ㈱タイホーコーザイ
㈱オーテック スタンレー電気㈱ ㈱オプトニクス精密
㈱ヨーユーラボ 共栄社化学㈱ 千住金属工業㈱
関東電化工業㈱ タマ化学工業㈱ 曙ブレーキ工業㈱
㈱寺岡製作所 三井化学東セロ㈱ 日本フエルト㈱
朝日貿易㈱ アトミクス㈱ 旭化成㈱
東京インキ㈱ 保土谷化学工業㈱ ㈱大協精工
千葉畜産工業㈱ しげる工業㈱ セントラル硝子㈱
㈱山下ゴム ㈱ホージュン

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

セイコーエプソン㈱ マックス㈱ ㈱沖情報システムズ
エルゴテック㈱ 日立工機㈱ 日本食品化工㈱
㈱東芝 ㈱日立エンジニアリング 大洋電機㈱
㈱日立メディコ 日産自動車㈱ 東邦工業㈱
三菱電機エンジニアリング㈱ 岡部工業㈱ スズキ㈱
大森機械工業㈱ ㈱明電舎 ㈱吉野工業所
㈱加藤製作所 スチールプランテック㈱ 矢崎総業㈱
キヤノン㈱ リコープリンティングシステムズ㈱ サンデン㈱
㈱日立プラントテクノロジー プレス工業㈱ 東北電力㈱
日立アプライアンス㈱ 日陽エンジニアリング㈱ スズキ㈱
㈱ブリヂストン サンエツ金属㈱ ㈱ニューフレアテクノロジー
㈱ミツバ 三菱重工業㈱ 曙ブレーキ工業㈱
三菱電機㈱ 太平電業㈱ 矢崎総業㈱
東海旅客鉄道㈱ ㈱小松製作所 ヤマハ発動機㈱
カルソニックカンセイ㈱ 古河電気工業㈱ 富士テクノサービス㈱
㈱富士通研究所 ＵＤトラックス㈱ トヨタテクニカルディベロップメント㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

シチズンホールディングス㈱ ロームつくば㈱ アドソル日進㈱
スズキ㈱ 本田技研工業㈱ ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング㈱
㈱日立超ＬＳＩシステムズ ㈱サカエ 小倉クラッチ㈱
ＪＮＣ㈱ 明星電気㈱ 旭硝子㈱
ユニプレス㈱ 三恵技研工業㈱ ㈱柳井
サンデン㈱ 矢島工業㈱ キヤノン㈱
㈱明電舎 日清紡ホールディングス㈱ ㈱キリウ
㈱ヨコオ 昭和電工㈱ 帝人㈱
㈱村田製作所 ＴＨＫ㈱ 日立オートモティブシステムズ㈱
三菱化学㈱ 住友軽金属工業㈱ ㈱日立ディスプレイズ
日立エーアイシー㈱ 東京計器㈱



　　【　　【　　【　　【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】】】】

電気化学工業㈱ ㈱ＪＯＭＯプロ関東 東日本旅客鉄道㈱
㈱山田製作所 キシダ化学㈱ 富士油圧精機㈱
㈱産業分析センター ＪＦＥエンジニアリング㈱ 持田製薬工場㈱
日本ケミコン㈱ 千代田化工建設㈱ サンデン㈱
森六テクノロジー㈱ 東海カーボン㈱ ＤＯＷＡホールディングス㈱
㈱トクヤマ 太陽誘電㈱ 東芝プラントシステム㈱
横浜ゴム㈱ 東ソー㈱ 三菱化工機㈱
㈱セントラルファインツール ㈱カインズ 太陽日酸エンジニアリング㈱
キューピー㈱ 太陽日酸㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

東日本旅客鉄道㈱ 東海旅客鉄道㈱ 木内建設㈱
㈱フクザワコーポレーション 新興プランテック㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

栗原工業㈱ ㈱ミツバ ローム㈱
サンデン㈱ 愛三工業㈱ マックス㈱
三菱電機㈱ 東京計器㈱ 富士重工業㈱
㈱ナカヨ通信機 日野自動車㈱ ㈱山田製作所
㈱ティー・アイ・シー 新光電気工業㈱ パシフィックシステム㈱
ＮＥＣトーキン㈱ ユニプレス㈱ ㈱エー・アンド・デイ
東日本旅客鉄道㈱ コニカミノルタ㈱ ㈱富士通ゼネラル
中部電力㈱ 日本光電工業㈱ ㈱日立国際電気
三菱自動車㈱ 三島光産㈱ レンゴー㈱
森永製菓㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱ブリヂストン
日産自動車㈱ 日本信号㈱ ダイキン工業㈱
トヨタテクニカルディベロップメント㈱ パイオニア㈱ 東北リコー㈱
三菱電機ビルテクノサービス㈱ ㈱長谷川電気工業所 東北電力㈱
旭化成エレクトロニクス㈱ 三菱電機エンジニアリング㈱ ㈱村田製作所
ルネサスエレクトロニクス㈱ 富士通㈱ ㈱関電工
キヤノン電子㈱ 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 日本電産トーソク㈱
西工業㈱ 東芝キャリア㈱ 中国化薬㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■医療業

（財）群馬県健康づくり財団

■企業

三菱電機㈱ アソビモ㈱ 東京エレクトロン東北㈱
㈱グローバルソフトウェア ㈱ＫＤＤＩ ㈱日立ハイテクノロジーズ
トッパンフォームズ㈱ パシフィックシステム㈱ マックス㈱
㈱日立製作所 ㈱ＮＴＴデータ ㈱総合電子計算センター
ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 泉田工業㈱ ㈱ミツバ
㈱ファースト システム開発㈱ ㈱富士通ビー・エス・シー
関電システムソリューションズ㈱ ㈱システックス ㈱デンソー
サンデンシステムエンジニアリング㈱ ㈱ナブアシスト ㈱日立製作所ソフトウェア事業部
日信ソフトエンジニアリング㈱ ㈱サイバーエージェント ㈱コミューチュア
キヤノン㈱ ㈱エーシーエス 日立機材㈱
㈱日立ソリューションズ

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■地方公務

群馬県 群馬県立産業技術ｾﾝﾀｰ

■学術研究

群馬大学研究員 群馬大学大学院工学研究科特別研究助教群馬大学工学部技術補佐員

■企業

㈱ナード研究所 三菱重工業㈱ ㈱ダイハツテクナー
協和発酵キリン㈱ 亀井工業㈱ 日立電線㈱
日産化学工業㈱

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　　  埼玉県
〈私立高等学校〉　学校法人　東星学園

■幼児教育

〈私立幼稚園〉
桐生市

平成23年度専攻科修了生の主な就職先


