
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　　桐生市　　太田市　　美里町

〈中学校〉　　伊勢崎市　　太田市　　桐生市　　渋川市　　館林市

〈高等学校〉　群馬県

〈特別支援学校〉　　群馬県

■公務

邑楽町役場

■企業・法人等

群馬大学

　　【社会情報学研究科】

■企業・法人等

(株)心水出版 NIPPON語学院 お仏壇の中川
キャリアビジネス(株) 新明電材(株)

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■教育

太田医療専門技術学校 パジャジャラン大学

■企業・法人等

ニプロ医工(株) 武井登記測量事務所 ファイバーラボ(株)
パレクセル・インターナショナル(株) 東芝メディカルシステムズ(株) (株)ワールドインテック

　　【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 群馬大学生体調節研究所 東北大学
パジャジャラン大学

■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 前橋赤十字病院
伊勢崎市民病院 渋川医療センター 桐生厚生総合病院
東前橋整形外科 中沢会　上毛病院 埼玉県立がんセンター
キング・チュラロンコン・メモリアルホスピタル

■企業・法人等

群馬大学未来先端研究機構 加速器エンジニアリング(株) 日本食品衛生協会

平成27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】

■教育

群馬大学大学院保健学研究科 群馬県立県民健康科学大学 首都大学東京
足利工業大学 政策研究大学院大学

■公務

群馬県 高崎市

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 老年病研究所附属病院 前橋赤十字病院
県立障害者リハビリセンター 済生会前橋病院 渋川中央総合病院
日高病院 平成日高クリニック 東前橋整形外科
県立心臓血管センター 富岡総合病院 榛名荘病院
中央群馬脳神経外科病院 利根中央病院 桐生厚生総合病院
慶應義塾大学病院

■企業・法人等

(株)ヨコオデイリーフーズ

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育

高崎健康福祉大学 日本医療科学大学 新潟リハビリテーション大学
東海大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 老年病研究所附属病院 上武呼吸器内科病院
七日市病院

　　【工学研究科 博士前期課程】

■企業・法人等

会津オリンパス(株)

　　【理工学府 博士前期課程 物質・生命理工学教育プログラム】

■公務

新潟県庁

■企業・法人等

サンデンホールディングス(株) (株)昭和食品 富士重工業(株)
山下ゴム(株) 武州製薬(株) (株)フコク
埼玉ゴム工業(株) リンテック(株) ぺんてる(株)
(株)チューオー アキレス(株) 日本フィルター工業(株)
(株)東芝 コニカミノルタ(株) 日本カーボン(株)
日本ピグメント(株) (株)チノー (株)ＪＳＰ
セントラル硝子(株) ユシロ化学工業(株) リケンテクノス(株)
東邦化学工業(株) (株)サイバード (株)ボゾリサーチセンター
クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン(株) (株)協和 千住金属工業(株)
(株)ケーヒン 曙ブレーキ工業(株) (株)アルプス技研
前澤化成工業(株) 国分プレス工業(株) 東芝テック(株)
日本パーカライジング(株) 信越ポリマー(株) スリーボンドホールディングス(株)
ライオン(株) クリスピークリームドーナッツジャパン(株) 日本コーンスターチ(株)
イチカワ(株) 太平洋セメント(株) 吉野石膏(株)
三菱マテリアル(株) (株)重松製作所 興研(株)
(株)オーシカ 旭化成(株) 亜細亜工業(株)
(株)シリコンテクノロジー 信越化学工業(株) 山田(株)
日本電気硝子(株) マチダコーポレーション(株) ニチアス(株)
日精エー・エス・ピー機械(株) ミネベア(株) (株)ポラテクノ
アイオン(株) (株)イヅモ 東ソー(株)
シリコンテクノロジー(株) (株)中外医科学研究所 (株)コスモステクニカルセンター



　　【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】

■公務

宇都宮市役所

■企業・法人等

サンデンホールデイングス(株) 日立オートモティブシステム(株) ＮＳＫニードルベアリング(株)
山田製作所(株) 坂本工業(株) システムセイコー(株)
カルソニックカンセイ(株) シーケーエインジニアリング(株) (株)タムロン
スズキ(株) (株)ケーヒン 新潟原動機(株)
カヤバ工業(株) 日本精工(株) いすゞ自動車(株)
富士重工業(株) ハネウェルジャパン(株) 三菱自動車工業(株)
日野自動車(株) 東芝(株) (株)リコー
キャノン(株) オリンパス(株) 三菱電機(株)
日本電気(株)（NEC） (株)荏原製作所 SMC(株)
小松製作所(株) 能美防災(株) KYB(株)
ファナック(株) 三浦工業(株) JR東日本メカトロニクス(株)
日立アロカメディカル(株) 東京都立産業技術センター カルビー(株)
日清紡ホールディングス(株) 三菱電機エンジニアリング(株) (株)東京測器研究所
マックス(株) NOK(株) グローバルアルミニウムメジャーグループ(株)

三菱マテリアル(株) 日本軽金属(株) 東京電力(株)
加藤製作所(株) 明和工業(株) NTN(株)
(株)アマダホールディングス (株)JVCケンウッド (株)富士通ゼネラル
パイオニア(株) 日産自動車(株) 日本電産トーソク(株)
(株)デンソーウェーブ トヨタ自動車(株) 三井造船(株)
ヤマハ発動機(株) 東日本旅客鉄道(株)仙台支社 沖縄電力(株)
GEヘルスケア（中国）

　　【理工学府 博士前期課程 環境創生理工学教育プログラム】

■公務

国土交通省関東地方整備局

東京都庁 豊島区役所 富士宮市役所

■企業・法人等

(株)環境技研 (株)アタゴ製作所 カーリットホールディングス(株)
日揮触媒化学(株) 高信化学(株) 三立応用化工(株)
電気化学工業(株) ルネサスエレクトロニクス(株) (株)エイチワン
(株)小糸製作所 カルソニックカンセイ(株) 日本プラスト(株)
(株)旭物産 (株)クラレ 三井化学東セロ(株)
日立化成工業(株) 日本コークス工業(株) コスモエンジニアリング(株)
山九(株) 日本資材(株) (株)東京パワーテクノロジー
(株)NIPPO (株)エイト日本技術開発 五洋建設(株)
清水建設(株) 日本道路(株) 東日本高速道路(株)
三井住友建設(株) 高砂熱学工業(株) 三機工業(株)
三菱化工機(株) 日曹エンジニアリング(株) ブリジストンソフトウェア(株)
JR東日本コンサルタンツ(株) (株)建設技術研究所 王子製鉄(株)
新日鐵住金(株) 古河電工産業(株) 三菱自動車工業(株)
FDK(株) 綜研化学(株) 東京ガス(株)
オムロンスウィッチ&デバイス(株) サンデンホールディングス(株) 住友理工(株)
(株)ハイコンポーネンツ青森 (株)大紀アルミニウム工業所

　　【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・法人等

日立オートモティブシステムズ(株) カルソニックカンセイ(株)群馬工場 サンデンホールディングス(株)
三菱電機(株)群馬製作所 (株)ヤマト (株)沖データ高崎事業所
沖電気工業(株) (株)加藤製作所 富士重工業(株)
(株)明電舎 澤藤電機(株) 太陽誘電(株)
サンデンシステムエンジニアリング(株) ジーシーシー(株) オムロンプレシジョンテクノロジー(株)
沖アドバンストコミュニケーションズ(株) 本田技研工業(株) テイエステック(株)
(株)ワコム キャノン・コンポーネンツ(株) サンケン電気(株)
東芝プラントシステム(株) 日立情報通信エンジニアリング(株) シャープ(株)
(株)アークライン NTTデータアイ(株) NTTデータ(株)
Supership(株) インフォコム東日本(株) キャスレーコンサルティング(株)
キャロルシステム(株) シブマトロン(株) システムエグゼ(株)
ファイナンシャルブレインシステムズ(株) 日本情報産業(株) (株)リクルートスタッフィングEV
マックス(株) フクダ電子(株) ミネベア(株)
三菱自動車工業(株) 大洋電機(株) 三菱電機(株)
(株)東芝 オフィス・エフエイコム(株) ソニーLSIデザイン(株)
(株)ミマキエンジニアリング (株)日立国際電気 NECプラットフォームズ(株)
アズビル(株) 日野システック(株) 日本テキサス・インスツルメンツ(株)



富士通(株) 東京電力(株) 古河機械金属(株)
日本信号(株) (株)ケーヒン 川崎重工業(株)
信越化学工業(株) (株)日立製作所 オリンパス(株)
キャノン(株) 応用地質(株) 日立アプライアンス(株)
(株)アサヒ オリジン電気(株) 新日本無線(株)
日本無線(株) 東芝メディカルシステムズ(株) 上海HuaWei社
公益社団法人産業安全技術協会

　　【工学研究科 博士後期課程】

■企業・法人等

群馬大学 シルクウェーブ産業（株） 太陽誘電(株)
(株)新エイシーイー (株)エンプラス ＤＯＷＡメタルマイン(株)
(株)司測研 アウトソーシングテクノロジー(株) (株)日立製作所
(株)雪国まいたけ ＮＳＷテクノサービス(株) 日立化成工業(株)



青字は、県内就職先

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈特別支援学校〉　　　群馬県　　　埼玉県　　　栃木県

平成27年度専攻科修了生の就職先


