
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　　　渋川市　　　太田市

〈公立中学校〉　　前橋市　　高崎市　　伊勢崎市　　太田市　　館林市　　藤岡市　　沼田市　　秩父市

〈公立高等学校〉　　　  群馬県　　　栃木県

〈国立特別支援学校〉　　群馬大学附属特別支援学校

〈公立特別支援学校〉　　群馬県

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

㈱アイジーエー 高信化学㈱ ㈱長印

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

利根沼田農協

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

群馬大学 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 獨協医科大学越谷病院
Karmanos Cancer Institute, Wayne State University

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬中央総合病院 群馬県立小児医療センター
済生会前橋病院 井上病院 西群馬病院
伊勢崎市民病院 善衆会病院 日高病院
黒沢病院 館林厚生病院 群馬県立がんセンター
関東脳神経外科病院 前橋赤十字病院 公立七日市病院
原町赤十字病院 群馬県立心臓血管センター 岸病院
群馬県健康づくり財団 立川相互病院 国立国際医療センター病院
埼玉県立がんセンター 長野中央病院 宮城県立がんセンター
祐ホームクリニック石巻 オンコセラピーサイエンス株式会社

　　【　　【　　【　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】】】】

■公務

群馬県教育委員会 前橋市役所

■学校教育

群馬大学大学院保健学研究科 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科太田医療技術専門学校
佐久大学 足利短期大学 新潟県立看護大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 美原記念病院 日高病院
老年病研究所附属病院 沼田脳神経外科病院 前橋協立病院
上牧温泉病院 東前橋整形外科 前橋赤十字病院
吉井中央診療所 群馬県西部保健福祉事務所 前橋市（専門職）
虎の門病院 埼玉医科大学　国際医療センター 名古屋大学医学部附属病院
公益財団法人　丹後中央病院 長崎大学医学部附属病院　検査部

■企業

サンスター㈱

　　【　　【　　【　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】】】】

■学校教育

群馬大学大学院保健学研究科 群馬パース大学 群馬県立県民健康科学大学
高崎健康福祉大学 群馬医療福祉大学リハビリテーション学部帝京大学医学部　病理学教室
東京慈恵会医科大学 佐久大学看護学部

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 あさくら診療所 霞ヶ浦医療センター
株式会社イーピーミント

平成24年度大学院修了生の就職先



　　【　　【　　【　　【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】】】】

■地方公務

群馬県 栃木県 静岡県
上里町役場 茨城県警察 横須賀市役所

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

本庄高等学校 西武台高等学校

■医療・福祉業

群馬大学附属病院

■企業

㈱キンセイ産業 （株）メイテック 大日精化工業㈱
㈱ヤオコー 東洋ドライルーブ㈱ 富士食品工業株式会社
㈱環境技研 東京応化工業㈱ 日本化薬㈱
三菱自動車工業㈱ エステー㈱ コニカミノルタホールディングス㈱
日本パーカライジング㈱ ㈱ミツバ ㈱コスモエンジニアリング
花王㈱ ㈱JSP シノテスト（株）
㈱武蔵野香料化学研究所 藤倉ゴム㈱ 保土谷化学工業㈱
オイレス工業㈱ ㈱ヤマト 三木産業㈱
日立化成㈱ 東京インキ㈱ 光洋㈱
綜研化学㈱ 川口化学工業㈱ カルソニックカンセイ㈱
ワールドインテック㈱ ㈱コバヤシ ㈱スリーボンド
相模屋食料(株) ゼオン化成㈱ NECエナジーデバイス㈱
小糸製作所 (株）アシックス スポーツ工学研究所 群栄化学工業㈱
東洋ケミテック株式会社 光洋産業㈱ カネコ種苗㈱
キヤノン・コンポーネンツ㈱ 群馬分析センター 日本フエルト㈱
シンポウテニスリゾート 日本CMK(株) ㈱アドバンテック
(株)エンテックス 白十字㈱ 倉本産業(株)
（株）トウネツ マルホ㈱ アヅマ(株)
吉田テクノワークス㈱ 国際衛生株式会社 ニッケン産業㈱
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱ ㈱マクニカ 昭和産業㈱
㈱フコク 日本ケミコン㈱ イワキ㈱
日本化薬㈱ ㈱メディサイエンスプラニング ㈱チューオー
㈱東洋ガラス ＡＧＣポリマー建材㈱ 信越化学工業㈱
㈱さなる ゼリア新薬工業㈱ 帝国インキ製造㈱
日立化成ポリマー㈱ 東洋合成工業㈱ ダイニック㈱
イーピーエス㈱ ㈱シーボン ニチアス㈱
日鉄住金環境㈱ 厚木プラスチック㈱ ㈱武蔵野フーズ
東亜石油㈱ 神戸天然物化学(株) セントラル硝子㈱
㈱東洋クオリティワン ベイシア（株） リンテック㈱
㈱ADEKA

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

〈公立高等学校〉　　　  群馬県

■企業

㈱ニッキ セイコーエプソン㈱ 富士重工業㈱
信越化学工業㈱ 東洋エアゾール工業㈱ ㈱タマディック
㈱日立ハイテクインスツルメンツ 三菱電機㈱ ㈱荏原製作所
スズキ㈱ ㈱日立アイシーシー ㈱小松製作所
サンデン㈱ ㈱ブリヂストン ㈱鷺宮製作所
アイチコーポレーション㈱ ＭＨＩ原動機検査㈱ 本田技研工業㈱
㈱ＭＴＴ ㈱古川製作所 ㈱高岡工業所
川崎重工業㈱ トーヨーカネツ㈱ ㈱ヨコオ
古河機械金属㈱ ㈱総合車両製作所 ㈱山田製作所
新明和工業㈱ 日立建機㈱ 日立アロカメディカル㈱
日清紡ホールディングス㈱ ㈱クラレ 浜井産業㈱
富士エンジニアリング㈱ 日本軽金属㈱ カルビー㈱
キヤノン㈱ カルソニックカンセイ㈱ ㈱リコー
岡部工業㈱ リョービ㈱ ㈱日立プラントテクノロジー
住友ベークライト㈱ 日本電産トーソク㈱ 住友重機械工業㈱
㈱ＪＳＰ ㈱栃木ニコン

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

大林道路㈱ サンデン㈱ スズキ㈱
NECエンジニアリング㈱ 京三電機㈱ 沖電線㈱
富士重工業㈱ ㈱アルファ 東京エレクトロン㈱
㈱加藤製作所 キヤノン電子㈱ 水戸ソフトエンジニアリング㈱
アルパイン㈱ ㈱ミツバ ㈱日東分析センター
キヤノン㈱ 三菱電機㈱ ㈱山田製作所
㈱斎藤精機 テルモ㈱ コンピュートロン㈱
三菱プレシジョン㈱ 日野自動車㈱ 小倉クラッチ㈱
東日本旅客鉄道㈱ 日本光電工業㈱



　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

太平洋セメント㈱ 三建設備工業㈱ 大洋電機㈱
高砂熱学工業㈱ ㈱ヤマト 新日本空調㈱
日本シイエムケイ㈱ ㈱ユー・コーポレーション 極東石油工業㈱
日本コークス工業㈱ 日本曹達㈱ 金属技研㈱
日東金属工業㈱ ㈱トウネツ ㈱ミツバ
㈱クラレ ㈱プリマジェスト ㈱I２C
三菱重工業㈱ 株式会社伸光テクノス 新日本テクノカーボン㈱
日本合成化学工業㈱ 日本食品化工㈱ 関東電化工業㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

奥山ボーリング㈱ 東京地下鉄㈱ ㈱ヤマト
ナイス㈱ 三陽技術コンサルタンツ(株) ㈱合田工務店
清水建設㈱ 東武建設㈱ 三機工業㈱
㈱アイ・ディー・エー

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

㈱アドバンテスト 日本精工㈱ スタンレー電気㈱
森田電気工事 ㈱沖情報システムズ ㈱トンボ鉛筆
東京エレクトロンデバイス㈱ ㈱フコク 旭化成エレクトロニクス㈱
㈱カインズ ㈱興和 マックス㈱
㈱ミツバ ㈱ソフィア 山洋電気㈱
ミツミ電機㈱ アンリツ㈱ アスモ㈱
NECインフロンティア㈱ 日本信号㈱ 日置電機㈱
沖電気工業㈱ ㈱タムラ製作所 パナソニックエコソリューションズ内装建材㈱

アルメックスＰＥ㈱ ㈱東京測器研究所 横河電機㈱
㈱エクセル製作所 ㈱高岳製作所 日立エーアイシー㈱
三菱電機㈱ 東日本電気エンジニアリング㈱ コニカミノルタホールディングス㈱
㈱ヨコオ ㈱リコー 日本原燃㈱
東邦亜鉛㈱ 日立工機㈱ 三桜工業㈱
三菱電機エンジニアリング㈱ 富士重工業㈱ アルプス電気㈱
澤藤電機㈱ 大陽日酸㈱ 日本電産トーソク㈱
㈱デンソー

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

長岡技術科学大学

■企業

三菱電機㈱ ㈱クライム ㈱ミクシィ
㈱NTTデータアイ ㈱大一商会 日本テクニカルシステム㈱
㈱村田製作所 ㈱NTTデータ ㈱ヒューリンクス
㈱ジーシーシー 都築電気㈱ 日本ピストンリング㈱
マックス㈱ 成田国際空港㈱ ㈱両毛システムズ
沖電気工業㈱ AGS㈱ ㈱富士通エフサス
㈱アイティフォー NEC㈱ ㈱電算
㈱工房 NECエンジニアリング㈱ ㈱システムエクゼ
株式会社CIJソリューションズ ㈱アドバンテスト 日本アイ・ビー・エム㈱
東芝ソリューション㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

学校法人　太田国際学園　ぐんま国際アカデミー

■学術研究

群馬大学高度人材育成センター 国外の研究開発機関

■医療・福祉業

東京慈恵会医科大学

■企業

東洋合成工業㈱ ㈱ミツバ シスコシステムズ合同会社



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

〈公立小学校〉　前橋市　　  さいたま市

〈公立中学校〉　玉村町

〈国立特別支援学校〉　群馬大学附属特別支援学校

〈公立特別支援学校〉　群馬県　　　伊勢崎市

■医療・福祉業

特定非営利活動法人スタジオＩＬ文京

平成24年度専攻科修了生の就職先


