
太字は、県内就職先
【教育学研究科】

■学校教育

〈公立小学校〉 太田市 前橋市 桐生市

〈公立中学校〉 太田市 小山市 川口市 高崎市

〈公立高等学校〉 桐生市 群馬県 東京都

〈公立特別支援学校〉 群馬県 和歌山県

〈私立幼稚園〉 神奈川県

■公務

群馬県庁

■企業

㈲毛野考古学研究所 ㈱上毛新聞社

【社会情報学研究科】

ＮＳＫニードルベアリング㈱ 協和冷熱工業㈱ ㈱中央経営
尾道造船㈱ ㈱セイデン 日本ＩＢＭ㈱
㈱学習研究社

【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

東亜薬品㈱

【医学系研究科 博士前期課程 保健学専攻】

■医療業

井野整形外科クリニック 群馬県済生会前橋病院（管理栄養士） （財）脳血管研究所 美原記念病院
関越中央病院 群馬県立心臓血管センター（管理栄養士） 日高病院
群馬大学医学部附属病院 筑波大学附属病院 前橋赤十字病院

■学校教育

太田医療技術専門学校 上武大学 名桜大学人間健康学部
群馬県立県民健康科学大学 東群馬看護専門学校 本庄児玉看護専門学校

■公務
前橋市

■企業
㈱エコトキシコロジー研究所 ㈱サティス製薬 ㈱メディカルゲート

【医学系研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■医療業

榛名荘病院

■学校教育
茨城県立医療大学 群馬大学医学部保健学科

【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

■医療業

アネトスホームケア診療所 群馬大学医学部附属病院
石井病院 国立国際医療センター 西群馬病院
伊勢崎佐波医師会病院 上毛病院 藤岡総合病院
群馬県立心臓血管センター 館林厚生病院 前橋赤十字病院
群馬脊椎脊髄病センター 利根中央病院

■学術研究
群馬大学生体調節研究所 豊橋技術科学大学

■学校教育
群馬大学医学部附属病院 福島県立医科大学

■企業
㈱リクルートＲ＆Ｄスタッフィング

平成20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】

■国家公務

自衛官

■地方公務

伊勢崎市

【工学研究科 博士前期課程 応用化学・生物化学専攻】

アース環境サービス株式会社 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱ 日本カーリット㈱
味の素ファインテクノ㈱ ㈱大協精工 （財）日本化学繊維検査協会
アスザックフーズ株式会社 大成ファインケミカル㈱ 日本化薬㈱
岩崎電気株式会社 大日本インキ化学工業㈱ 日本CMK㈱
㈱ヴィー・ディー・エフ・サンロイヤル 大鵬薬品工業㈱ 日本バルカー工業㈱
宇部興産㈱ 太陽インキ製造㈱ バイエル薬品㈱
㈱エスアールディ 太陽誘電㈱ RP東プラ㈱
オーウェル㈱ タマポリ㈱ 日立化成工業㈱
オー・ジー㈱ チッソ㈱ ㈱日立システムバリュー
オールジャパンライングループ 中国化薬㈱ ㈱福井村田製作所
関東電化工業㈱ TDK株式会社 藤倉化成㈱
極東石油工業㈱ DIC㈱ フジノン佐野株式会社
㈱クラレ ㈱デイリーはやしや 富士紡ホールディングス㈱
㈱ザクテクノサービス 東京エレクトロンAT㈱ ㈱ベネックス
サンノーバ株式会社 東芝ナノアナリシス㈱ ㈱みずほトラストシステムズ
㈱シジシージャパン 東洋アルミニウム㈱ 三井化学㈱
昭和金属工業㈱ ㈱東洋クオリティワン ㈱ムラカミ
信越ポリマー㈱ DOWAホールディングス㈱ 矢崎総業（株）
新光電気工業㈱ 日華化学㈱ 山形スリーエム（株）
㈱スリーボンド 日揮ユニバーサル㈱ 山下ゴム㈱
セイコーエプソン㈱ 日産化学工業㈱ ㈱やまとメディカル
ゼリア新薬工業㈱ 日本カーバイド工業㈱ ㈱山本製作所
綜研化学㈱ 日本カーボン㈱ ㈱リクルートR&Dスタッフィング

【工学研究科 前期博士課程 機械システム工学専攻】

㈱IHI 住友軽金属工業㈱ フォスター電機㈱
アイシン精機㈱ ㈱デンソー フクダ電子㈱
今治造船㈱ トヨタ紡織㈱ 澤藤電機㈱
関東自動車工業㈱ ㈱ニコン 富士重工業㈱
キヤノン㈱ 日産車体㈱ 富士ゼロックス㈱
㈱クラレ 日産ディーゼル㈱ 富士電機ホールディングス
光洋機械工業㈱ 日本精工㈱ フジノン㈱
㈱小松製作所 日本特殊陶業㈱ 本田技研工業㈱
㈱SANKYO ㈱日立アドバンストシステムズ マックス㈱
サンデン㈱ 日立工機㈱ ㈱丸山機械製作所
シャープ㈱ ㈱日立製作所 ヤマザキマザック㈱
スカイネットアジア航空㈱ ㈱日立ディスプレイズ ヤマハ発動機㈱
杉原エス・イー・アイ㈱ ㈱日立ハイテクインスツルメンツ ㈱リコー
スズキ㈱ 日野自動車㈱

【工学研究科 前期博士課程 生産システム工学専攻】

アキレス㈱ ㈱東芝 (電力システム社) ㈱フコク
オリンパスメディカルシステムズ㈱ 東芝メディカルシステムズ㈱ 富士重工業㈱
㈱SANKYO ㈱栃木富士通テン 富士ゼロックス㈱
シャープ（株） ㈱ニコン 富士フイルムホールディングス㈱
㈱セック 日本シイエムケイ㈱ 三菱電機㈱
太陽誘電㈱ 白十字㈱ ㈱ミツバ
㈱デンソー ㈱日立情報システムズ 矢崎総業㈱
東京電力㈱ ㈱日立製作所 ヤマハ発動機㈱
㈱東芝 日立電線㈱ ㈱リコー

【工学研究科 前期博士課程 環境プロセス工学専攻】

ＩＨＩ建機㈱ 電気化学工業㈱ 日本カーリット㈱
出光興産㈱ 東京応化工業㈱ 本田技研工業㈱
オリンパスメディカルシステムズ（株） DOWAホールディングス㈱ 三井造船㈱
三洋エナジートワイセル㈱ 日産化学工業㈱ 郵便事業㈱
太陽日酸㈱ 日清フーズ㈱ ロームつくば㈱
千代田化工建設㈱ ㈱日立プラントテクノロジー

群馬県庁 東京都庁（土木） 福島県庁（土木）



【工学研究科 前期博士課程 社会環境デザイン工学専攻】

NECファシリティーズ㈱ ㈱トータル・インフォメーション・サービス 阪神高速技術㈱
㈱織本構造設計 日本工営㈱ ㈱フォーラムエイト
㈱クリタス ㈱パスコ

【工学研究科 前期博士課程 電気電子工学専攻】

㈱ACCESS ㈱東京機械製作所 ㈱日立製作所中央研究所
旭化成エレクトロニクス㈱ 東京電力㈱ ㈱日立製作所都市開発システムグループ

㈱アドバンテスト ㈱東芝 ㈱日立製作所日立事業所
アルパイン㈱ 東芝インフォメーションシステムズ㈱ ㈱日立超LSIシステムズ
㈱エヌエフ回路設計ブロック 東芝松下ディスプレイテクノロジー㈱ 富士重工業㈱
オリンパス㈱ 東北電力㈱ 富士通㈱
加賀電子㈱ 日本サーボ㈱ ㈱ブリヂストン
キヤノンファインテック㈱ 日本精工㈱ 本田技研工業㈱
埼玉日本電気㈱ 日本テキサス・インスツルメンツ㈱ マックス㈱
サンデン㈱ パイオニア㈱ ㈱ミツバ
シャープ㈱ ㈱バンダイナムコゲームス 明星電気㈱
スズキ㈱ ㈱日立アドバンストデジタル 横河電機㈱
スタンレー電気㈱ 日立金属㈱ ㈱リコー
ソニー㈱ ㈱日立製作所 ㈱ルネサステクノロジ
㈱チノー ㈱日立製作所公共システム事業部

【工学研究科 前期博士課程 情報工学専攻】

㈱インテック ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング㈱ ㈱日立製作所
NECソフト㈱ 電源開発㈱ ㈱日立製作所 オートモティブシステムグループ

㈱沖情報システムズ 東芝ソリューション㈱ 日立レフテクノ㈱
㈱沖データ 凸版印刷㈱ 三菱電機㈱
三洋電機㈱ トヨタテクニカルディベロップメント㈱ ㈱リコー
㈱ジーシーシー ㈱ナブアシスト ㈱両毛システムズ
ソニー㈱ ㈱PFU ローレル精機㈱
TIS㈱

【工学研究科 博士後期課程】

■学術研究
群馬大学アドバンスト・テクノロジー高度研究センター 日本原子力研究開発機構
（独）産業技術総合研究所 東京電機大学

■企業
スズキ㈱ TDK㈱ 日本エー・エス・エム㈱
ソニーエナジー・デバイス（株） 東洋炭素㈱



太字は、県内就職先
【特別支援教育特別専攻科】

■学校教育

〈公立小学校〉 諏訪市

〈公立特別支援学校〉 群馬県 静岡県

■公務

鶴岡市

■企業

特別養護老人ホーム悠ゆう

平成20年度専攻科修了生の主な就職先


