
青字は、県内就職先

　　【教育学研究科】

■教育

〈小学校〉　　前橋市　　高崎市　　渋川市　　伊勢崎市　　太田市　　桐生市　　佐野市

〈中学校〉　　伊勢崎市　　太田市　　沼田市　　埼玉県

〈高等学校〉　群馬県　　　私立明和県央高等学校

〈小中高一貫校〉　私立ぐんま国際アカデミー

〈特別支援学校〉　群馬県　　東京都

　　【社会情報学研究科】

■地方公務

京都市役所

■その他法人等

高崎市群馬商工会

■医療・福祉

戸田中央医科グループ

■企業

(有)富士薬局 (株)西日本新聞社 (株)読売新聞社

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■教育

群馬県立養護学校

■地方公務

群馬県

■医療・福祉

群馬県立がんセンター

■企業

(株)MICメディカル 富山化学工業(株) (株)梅林堂
藤本製薬(株)

　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

■教育

群馬大学大学院医学系研究科 群馬大学医学部附属病院 群馬大学生体調節研究所
群馬大学高度人材育成センター 河北大学 Gadjah Mada University
Padjadjaran University Dept. of Anatomy

■その他法人等

国立がん研究センター研究所

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 伊勢崎市民病院 公立富岡総合病院
高崎総合医療センター 渋川総合病院 前橋赤十字病院
日高病院 医療法人社団善衆会病院 医療法人二之沢会二之沢病院
東邦病院 石原総合歯科医院 すさ歯科クリニック伊勢崎
横浜南共済病院

平成25年度大学院修了生の就職先



　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】

■公務

群馬県

■教育

群馬大学医学部保健学科 高崎健康福祉大学 上武大学
群馬パース大学 群馬医療福祉大学 佐久大学
獨協医科大学

■その他法人等

NPO法人　じゃんけんぽん

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 高崎総合医療センター 西群馬病院
公立藤岡総合病院 公立富岡総合病院 原町赤十字病院
日高病院 関越中央病院 老年病研究所附属病院
国立がん研究センター中央病院 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 日本赤十字社　関東甲信越ブロック血液センター

■企業

(株)サンデン (株)和漢薬研究所 (株)メディカルゲート
(株)ファルコバイオシステムズ (株)イーピーミント (株)MICメディカル
日立アロカメディカル(株) (株)エシック (株)ツムラ
(株)綜合臨床サイエンス 三菱化学メディエンス(株)

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育

群馬大学医学部保健学科 群馬大学大学院保健学研究科 群馬医療福祉大学
帝京大学 帝京平成大学 埼玉医科大学
日本薬科大学 新潟大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 日高病院 上武呼吸器科内科病院

　　【工学研究科 博士前期課程】

■教育

群馬大学（事務） 私立明和県央高等学校

■地方公務

群馬県 群馬県警察 前橋市役所
伊勢崎市役所 桐生市役所 渋川市役所
埼玉県 小浜市役所 姫路市役所

　　【工学研究科 博士前期課程 応用化学・生物化学専攻】

■その他法人等

（独）日本原子力開発研究機構

■企業

白十字（株） (株)ワールドインテック 群栄化学工業(株)
小池化学(株) (株)オリヒロ (株)ミツバ
サンノーバ(株) (株)田村屋 サカエ（株）
サンデン(株) (株)山田製作所 富士重工業(株)
東洋エアゾール工業（株） AGCポリマー建材(株) 第一屋製パン(株)
(株)医療システム研究所 昭和興産(株) 日本農薬(株)
相田化学工業（株） 日本表面化学(株) (株)小松製作所
長谷川香料（株） (株)医療システム研究所 みどり化学(株)
サイトサポートインスティテュート(株) 三恵技研工業(株) 本田技研工業(株)
WDBエウレカ(株) 日建工学（株） (株)イーピーエス
シナネン(株) (株)コスメテックスローランド イチカワ（株）
富山化学工業(株) キーコーヒー(株) （株）VSN
三井化学東セロ(株) 積水メディカル（株） 三井化学東セロ(株)
三菱ガス化学(株) サンヨー食品（株） イハラケミカル工業(株)
武蔵塗料(株) 旭ファイバーグラス(株) (株)シーボン
ちふれ化粧品（株） ボーソー油脂(株) 楠本化成(株)
三菱化工機(株) メークス(株) サンケン電気(株)
旭化学合成(株) (株)ユーテック (株)テクノメディカ
アキレス㈱ 日揮ユニバーサル(株) (株)大協精工
白鳥製薬 (株) 高田製薬(株) 村樫石灰工業(株)
（株）伊藤園 シーアイ化成(株) （株）エンテックス
三菱自動車工業（株） 日本ハムファクトリー(株) スジャータめいらくグループ
日本ハム惣菜(株) 東海ゴム工業(株) ㈱富士薬品
住友ゴム工業(株) (株)ちくま精機



　　【工学研究科 博士前期課程 機械システム工学専攻】

■企業

東日本旅客鉄道㈱高崎支社 富士重工業(株) (株)山田製作所
(株)ミツバ 信越化学工業(株) (株)柳田鉄工所
岡部工業(株) グローブライド(株) 川崎重工業(株)
(株)荏原製作所 三菱電機㈱ キヤノン(株)
日産自動車(株) (株)IHIエスキューブ 本田技研工業(株)
三菱自動車工業(株) 日立造船(株) (株)リコー
日立アロカメディカル(株) 吉野石膏(株) (株)アーステクニカ
古河機械金属(株) 日立オートモティブシステムズ(株) 三菱重工業(株)
日立オートモティブシステムズ(株) 昭和電工(株) NOK(株)
新潟トランシス(株) 日立オートモティブシステムズ(株) 日立造船(株)
ソニーイーエムシーエス(株) 日立化成(株) (株)大気社
日立建機(株) (株)日本コンラックス (株)京三製作所
(株)ケーヒン 河西工業(株) (株)コマツ
(株)ミツトヨ キヤノンファインテック(株) 三光機械(株)
曙ブレーキ工業(株) 三井造船プラントエンジニアリング(株) 日本電産トーソク(株)
ジャトコ(株) スズキ(株) NTN(株)
新潟原動機(株) (株)不二越 (株)島津製作所
豊田合成(株)

　　【工学研究科 博士前期課程 生産システム工学専攻】

■企業

スバルシステムサービス㈱ 富士重工業㈱ ㈱ミツバ
マクロ㈱ ㈱高崎共同計算センター 日野コンピューターシステム㈱
㈱鷺宮製作所 日新工業㈱ ㈱スリーボンド
昭和電工㈱ ㈱東京測器研究所 ㈱メイテック
三菱自動車工業㈱ 日本電気㈱ 三菱電機㈱
㈱明電舎 ㈱日本光電工業 日本電波工業㈱
電気化学工業㈱ ㈱日立アドバンテストデジタル ジヤトコ㈱
曙ブレーキ工業㈱ 水戸ソフトエンジニアリング㈱

　　【工学研究科 博士前期課程 環境プロセス工学専攻】

■その他法人等

（財）栃木県環境技術協会

■企業

㈱ミツバ サンデン(株) (株)システムアルファ
(株) 環境技研 日清エンジニアリング(株) オルガノ(株)
太陽誘電(株) アズビル(株) 信越化学工業㈱
日本ＣＭＫ(株) (株)クレハ 三菱化学エンジニアリング(株)
日清紡ホールディングス㈱ (株)日立プラントコントラクション 東邦亜鉛㈱
(株)テクノ菱和 日本曹達(株) ＡＧＣエンジニアリング
(株)カネカ (株)ダイセル ちふれ化粧品(株)
アクアス(株) ㈱日立パワーソリューション 富士フィルムオプティクス㈱
千代田システムテクノロジーズ㈱

　　【工学研究科 博士前期課程 社会環境デザイン工学専攻】

■企業

佐田建設(株) 桐生ガス(株) (株)ヤマト
東日本旅客鉄道㈱ ミサワホーム(株) (株)建設技術研究所
(株)NIPPO 新菱冷熱工業㈱ (株)BNGパートナーズ
初雁興業(株) 東芝プラントシステム(株)



　　【工学研究科 博士前期課程 電気電子工学専攻】

■企業

日本シイエムケイ㈱ クシダ工業㈱ （財）関東電気保安協会
明星電気㈱ ㈱ヤマト 澤藤電機㈱
澤藤電機㈱ 富士重工業㈱ ㈱ヨコオ
新潟原動機㈱ 中国化薬㈱ サンデン(株)
パナソニック㈱アプライアンス社 ㈱テクノプロ・エンジニアリング アルパイン㈱
㈱明電舎 日本電気㈱（ＮＥＣ） 沖電気工業㈱
本田技研工業(株) 東日本旅客鉄道㈱ ㈱きんでん
㈱アドバンテスト 電源開発㈱（Ｊ－ＰＯＷＥＲ） 日本電設工業㈱
三菱電機㈱ 東亜ディーケーケー㈱ ㈱アドバンテスト
㈱ＮＴＴデータ オリエンタル酵母工業㈱ 富士電機㈱
日比谷総合設備㈱ ㈱小糸製作所 ㈱関電工
東京エレクトロン㈱ 日産自動車㈱ 日本テキサスインスルメンツ㈱
東京電力㈱ ㈱エー・アンド・ディ アンリツ㈱
㈱富士通ゼネラル 古河機械金属㈱ パイオニア㈱
㈱ジェイテクト ㈱IDX ㈱アルトナー
サンケン電気㈱ ＮＥＣフロンティア㈱ オムロン㈱
富士通コンポーネント㈱ スマートインプリメント㈱

　　【工学研究科 博士前期課程 情報工学専攻】

■企業

(株)富士通エフサス (株)ジーシーシー (株)高崎共同計算センター
(株)ミツバ 明星電気(株) (株)ナブアシスト
(株)日立システムズ 日信ソフトエンジニアリング(株) (株)ＪＲシステム
(株)アドバンテスト オーエスケー(株) (株)ニッセイコム
(株)ジャステック ＡＧＳ(株) サミー(株)
(株)沖データ 新川電機(株) 太陽誘電(株)
日本アルゴリズム(株) (株)　ダイフク 日信ソフトエンジニアリング(株)
ユニアデックス(株)

　　【工学研究科 博士後期課程】

■教育

群馬大学理工学府 国外大学

■その他法人等

（独）日本学術振興会 （独）医薬基盤研究所 （独）産業技術総合研究所

■企業

ダイアログセミコンダクター

青字は、県内就職先

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈教育委員会〉　群馬県教育委員会

〈小学校〉　前橋市　　 嬬恋村

〈中学校〉　嬬恋村　　上里町

〈特別支援学校〉　群馬県

■地方公務

安中市役所

■企業

(株)アルコバレーノ

平成25年度専攻科修了生の就職先


