
青字は、県内就職先

　　【教育学研究科】

■教育

〈幼稚園〉　　群馬大学附属

〈小学校〉　　前橋市　　高崎市　　伊勢崎市　　館林市　みどり市　富岡市　藤岡市　吉岡町　邑楽町

〈中学校〉　　前橋市　高崎市　太田市　桐生市　渋川市　嬬恋村

〈高等学校〉　群馬県　私立常盤高等学校　私立佐野日大高等学校　神奈川県

〈特別支援学校〉　群馬大学附属　群馬県　　茨城県

■地方公務

太田市役所

■企業等

ＮＨＫ文化センター前橋教室 東京福祉大学

　　【社会情報学研究科】

■地方公務

高崎市教育委員会

■その他法人等

日本年金機構

■企業

（株）ニューコーポレーション しののめ信用金庫 ビーチャイニーズ（株）
（株）サードオフィス

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■教育

群馬県立尾瀬高校

■医療・福祉

日高病院

■企業

ハミングヘッズ（株） （株）シノテスト （株）アルビオン
フクダ電子（株） 富士フィルムＲＩファーマ（株） シミックグループサイトサポート　インスティチュート（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 パジャジャラン大学医学部

■その他法人等

国立医薬品食品衛生研究所 京都大学ｉｐｓ細胞研究所

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 日高病院 群馬県立がんセンター
群馬整肢療護園 西群馬病院 済生会前橋病院
老年病研究所附属病院 鬼石病院 館林厚生病院
前橋赤十字病院 深谷赤十字病院 鈴木病院
おおふな皮膚科

■企業

（株）メディネット

平成26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

伊勢崎市役所 高崎市役所

■教育

群馬大学医学部保健学科 所沢看護専門学校 足利工業大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 日高病院 済生会前橋病院
群馬県社会福祉協議会 七日市病院 藤岡総合病院
社会福祉法人恵の園 大誠会　内田病院 群馬中央病院
太田記念病院 前橋赤十字病院 美原記念病院
上牧温泉病院 深谷赤十字病院 近畿健康管理センター
さいたま市総合療育センター 山形愛心会庄内余目病院 獨協医科大学病院
名古屋市立大学病院 柏厚生総合病院

■企業

（株）アルプ

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育

群馬大学大学院保健学研究科 茨城キリスト教大学 新潟県立看護大学
東京医科歯科大学 東京女子医科大学 関西看護医療大学
日本薬科大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬県立がんセンター

■企業

（株）サンプラネット

　　【工学研究科 博士前期課程】

■地方公務

高崎市役所 桐生市役所 藤岡市役所
栃木県 さいたま市

■企業

日本省力機械（株） サンデン（株） （株）村上開明堂
サムスンＣ＆Ｔジャパン（株） （株）ＴＯＫＡＩホールディングス （株）沖アドバンストコミュニケーションズ

　　【理工学府 博士前期課程 物質・生命理工学教育プログラム】

■その他法人等

新潟商工会連合会

■企業

（株）沖データ （株）しげる工業 （株）ミツバ
高信化学（株） 相模精工（株） 正田醤油（株）
東邦工業（株） 三益半導体工業（株） 日興リカ（株）
東日本旅客鉄道（株）高崎支社 パナソニックエコソリューションズ内装建材（株） （株）アリミノ
（株）エア・ウォーター・ゾル （株）グット゜ライフＯＳ （株）小糸製作所
（株）サンプラネット （株）シード （株）鶴見製紙
（株）ピカソ美化学研究所 （株）新進 アサヒゴム（株）
ＣＬＩＮＫＳ（株） ＤＮＰファインケミカル（株） （株）誠和
秋田エプソン（株） アサヌマコーポレーション（株） 曙ブレーキ（株）
アキレス（株） ＢＡＳＦジャパン（株） アヅマ（株）
イチカワ（株） 出光ユニテック（株） 伊藤ハム（株）
栄研化学(株) エスケー化研(株) カーリットホールディングス(株)
(株)ＤＮＰファインケミカル宇都宮 (株)ＪＩＭＲＯ (株)バイオラックス
(株)武蔵野フーズ (株)吉野工業所 倉敷紡績(株)
三協オイルレス工業(株) シーケーエンジニァリング(株) シミック(株)
第一三共(株) タイガースポリマー(株) 太陽誘電(株)
タキロン(株) ツルヤ(株) テバ製薬(株)
凸版印刷(株) 日本フェルト(株) 日本ケミコン(株)
日本エー・エス・エム(株) 日本コルマー(株) 日本ハムファクトリー(株)
日本バルカー工業(株) 日本マクダーミッド(株) 八十二銀行
日立アーバンインベストメント(株) 日立化成(株) 平岡識染(株)
ブルドックソース(株) ポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株) ポリマテックジャパン(株)
三谷産業(株) 宮田工業(株) 有機合成薬品工業(株)
ユニプレス(株) 生化学工業(株) 大同化成工業(株)
富双合成(株) 明星食品(株)



　　【理工学府 博士前期課程 知能機械創製理工学教育プログラム】

■企業

ＮＳＫニードルベアリング(株) コンピュートロン(株) 東亜工業(株)
サンデン(株) 坂本工業(株) (株)ミツバ
小倉クラッチ(株) (株)ヤマト (株)ソファード
(株)Ｊストリーム (株)アイチコーポレーション (株)アリックス
(株)大塚製薬工場 (株)クレスコ (株)ケーヒン
(株)ジーテクト (株)シード (株)タムロン
(株)チノー (株)荏原製作所 (株)加藤製作所
(株)関電工 (株)久保田製作所 (株)小松製作所
(株)東光高岳 ＮＯＫ(株) ＳＭＣ(株)
いすゞ自動車(株) オムロン(株) カルソニックカンセイ(株)
川崎重工業(株) ジャトコ(株) 昭和電工(株)
信越化学工業(株) スズキ(株) シンフォニアテクノロジー(株)
セイコーエプソン(株) 大日本印刷(株) 東海旅客鉄道(株)
東芝プラントシステム(株) 新潟原動機(株) 日産自動車(株)
日本システムウエア(株) 東日本旅客鉄道（株） 日立建機（株）
富士重工業（株） 古河インフォメーションテクノロジー（株） 本田技研工業(株)
前澤化成工業(株) 三菱自動車工業(株) 三菱電機(株)
水戸ソフトエンジニアリング(株) 日信工業(株) 日本精工(株)
富士電機(株) 日立アプライアンス(株)

　　【理工学府 博士前期課程 環境創生理工学教育プログラム】

■企業

東邦工業（株） 太田都市ガス（株） 小池化学（株）
（株）サンデン （株）ミツバ 関東精機（株）
東日本旅客鉄道（株）高崎支社 （株）サカエ （株）太陽誘電
（株）東芝 ＮＯＫ（株） いすゞ自動車（株）
（株）建設技術研究所 （株）新来島どっく （株）東急建設
（株）東京メトロ （株）大気社 三機工業（株）
清水建設（株） 千代田化工建設（株） デクセリアルズ
東海旅客鉄道(株) 日本公営(株) 本田技研工業(株)
三菱自動車工業（株） 三菱重工業（株） 三菱マテリアルテクノ（株）
吉澤石灰工業（株） 古河機械金属（株） 高砂熱学工業（株）
鹿島建設（株） 新潟原動機（株） 新興プランテック（株）
多摩川精機（株） 東京電力(株) 日産化学工業（株）
東洋炭素（株） 東日本旅客鉄道（株）新潟支社 八千代エンジニアリング（株）

　　【理工学府 博士前期課程 電子情報・数理教育プログラム】

■企業

（株）両毛システムズ （株）アドテックス （株）ジーシーシー
（株）ナカヨ （株）ナブアシスト （株）ミツバ
（株）山田製作所 （株）匠 （株）エスシステム
サンデン（株） 大洋電機（株） リード（株）
サンデンエンジニアリング（株） コンピュートロン（株） （株）ヒューリンクス
（株）ＣＲＥ （株）ＮＴＴデータ （株）ＮＴＴファシリティーズ
（株）ＯＫＩソフトウェア （株）アイコール （株）アシスト
（株）オフィスエフエイ・コム （株）カプコン （株）ケーヒン
（株）ジェイテック （株）ジャステック （株）ワコム
（株）沖データ （株）東京測器研究所 （株）東芝
（株）日立製作所 ＫＤＤＩ（株） ＴＤＫ（株）
アンリツ（株） カジマメカトロエンジニアリング（株） キャノン（株）
クラリオン（株） コニカミノルタ（株） テクノバン（株）
デンソーテクノ（株） 東京電力(株) 東邦亜鉛(株)
日信ソフトエンジニアリング(株) 本田技研工業(株) マツダ(株)
メディアサイト(株) ローム(株) 沖電機工業(株)
梶原工業(株) 三菱電機(株) 山九(株)
中国化薬(株) 東海旅客鉄道(株) 東芝エレベータ(株)
東芝ソリューション(株) 東日本旅客鉄道（株） 東北電力(株)
日産自動車(株) 日新電機(株) 日精樹脂工業(株)
日本信号(株) 日野自動車(株) 富士通(株)
裕幸計装(株) (株)埼英スクール

　　【工学研究科 博士後期課程】

■教育

大連工業大学

■その他法人等

（独）日本原子力研究開発機構 （独）産業技術総合研究所

■企業

サンデン（株） 協和発酵キリン（株） 東レ・ダウーニング（株）
（株）パーキンエルマージャパン （株）ユーケー ダイヤログ・セミコンダクター（株）
新日鉄住金（株） （株）日立製作所



青字は、県内就職先

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈小学校〉　玉村町

〈中学校〉　群馬大学附属　片品村

〈特別支援学校〉　群馬大学附属　群馬県　太田市

平成26年度専攻科修了生の就職先


