
（順不同）　青字は、県内就職先

　　【教育学研究科】

■教育

〈小学校〉　　高崎市　　伊勢崎市　　太田市　　安中市　　藤岡市　　館林市　　片品村　　榛東村　　群馬大学教育学部附属小学校

〈中学校〉　　前橋市　　桐生市　　高崎市　　渋川市　　太田市　　藤岡市　　群馬大学教育学部附属中学校　　上尾市

〈高等学校〉　群馬県　　高崎商科大学附属高等学校　　東京農業大学第二高等学校

〈特別支援学校〉　　群馬大学教育学部附属特別支援学校

■公務

高崎市教育センター　　吾妻教育事務所

■企業・法人等

アイナス(株)　　エール学院　　マザー牧場

　　【社会情報学研究科】

■公務

伊勢崎市役所

■企業・法人等

(株)桐生再生 セイハ英語学院 (有)高橋産業
(有)豊進 共愛学園前橋国際大学 上武大学

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■企業・法人等

(株)千代田テクノル 日本メジフィジックス(株) シミック(株)
アトムメディカル(株)

　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

■公務 ※病院名は通称で表記

厚生労働省

■教育

群馬大学大学院医学系研究科 群馬大学高度人材育成センター 群馬大学

■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 群馬県立がんセンター 群馬県立心臓血管センター
済生会前橋病院 東邦病院 沼田病院
日高病院 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター 佐久総合病院
北海道大野記念病院 さいたま赤十字病院 中部地区医師会成人病検診センター
成都市第三人民医院（中国） 東邦大学医療センター大森病院

■企業・法人等

(株)環境技研 (株)テクノプロR＆D社 群馬大学未来先端研究機構

　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】

■教育 ※病院名は通称で表記

群馬医療福祉大学 富岡看護専門学校

■公務

群馬県警察（科学捜査研究所） 群馬県（こころの健康センター） 玉村町役場

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬中央病院 前橋赤十字病院
桐生厚生総合病院 日高病院 榛名荘病院
富岡総合病院 上武呼吸器科内科病院 群馬リハビリテーション病院
県立心臓血管センター 高崎総合医療センター 伊勢崎検診プラザ
千葉市立海浜病院 大宮シティクリニック 東邦大学医療センター大橋病院
本庄総合病院 ＡＳＫＡレディースクリニック

■企業・法人等

(株)アイロム (株)エシック 日本メドトロニック(株)
(株)医療システム研究所 ＮＰＯ法人　じゃんけんぽん 群馬大学
(株)保健科学研究所

平成28年度大学院修了生の就職先



　　【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 群馬パース大学 群馬大学医学部附属病院
群馬大学 埼玉医科大学 長野保健医療大学
東北福祉大学

■企業・法人等

国立育成医療研究センター

　　【理工学府 博士前期課程 物質・生命理工学教育プログラム】

■教育

岩手県立大槌高等学校

■公務

前橋市役所 熊谷市役所

■企業・法人等

サンノーバ(株) 関東電化工業(株) 太陽誘電(株)
日本カーリット(株) (株)三和化学研究所 日立アプライアンス(株)
DNPファインケミカル(株) 紀伊産業(株) 日東電工(株)
三井化学東セロ(株) ダイニック(株) (株)沖アドバンテストコミュニケーションズ
ユニチカ(株) (株)川研ファインケミカル 赤城乳業(株)
(株)フコク (株)ジーテクト (株)シード
カルソニックカンセイ(株) (株)金冠堂 曙ブレーキ工業(株)
(株)タイカ 共和レザー(株) 日本プラスト(株)
アヅマ(株) ACA(株) イチカワ(株)
東洋合成工業(株) 丸善石油(株) 鬼怒川ゴム工業(株)
(株)芝浦電子 日本ケミコン(株) 高砂熱学工業(株)
(株)ニッペコ (株)常光 FDｋ(株)
JNC(株) アキレス(株) いすゞ自動車(株)
オカモト(株) 小野薬品工業(株) オリエンタル酵母工業(株)
(株)メディサイエンスプランニング (株)大塚製薬工場 (株)アルビオン
ジェイフィルム(株) 第三化成(株) 特殊金属エクセル(株)
大瀧ジャッキ(株) 東海旅客鉄道(株) 日清紡ホールディングス(株)
トッパン・フォームズ(株) 日興リカ(株) ビーパートナーズ(株)
日本製紙(株) 日本サイプレス(株) 富士紡ホールディングス(株)
日立化成工業(株) 藤倉化成(株) 関東化学(株)
(株)高山医療機械製作所 東京製綱(株) (株)大協精工
アンファー(株) (株)東京精密 (株)キリウ
(株)イワタボルト 千住金属工業(株) (株)ＭＯＲＥＳＣＯ
軽井沢ブルワリー(株) 日本精機(株) (株)エイチワン
パナソニックデバイス帯広(株) セントラル硝子(株) (株)ユポ・コーポレーション
本州化学工業(株) ミネベア(株) 千葉大学
東京応化工業(株) 東京大学ＴＬＯ 量子科学技術研究開発機構
武蔵野大学

　　【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・法人等

サンデンホールデイングス(株) (株)ＳＵＢＡＲＵ（富士重工業(株)） 伊勢崎ガス(株)
澤藤電機(株) (株)正田製作所 沖電機工業(株)
(株)ミツバ (株)キリウ (株)ＧＳユアサ
(株)アルチザネットワークス いすづ自動車(株) アルプス電気(株)
ＳＭＣ(株) キャノン(株) コマツ(株)
カルソニックカンセイ(株) ジャトコ(株) 新日鐵住金(株)
シグマトロン(株) セイコーエプソン(株) ソニーＬＳＩデザインＩ(株)
住友電気工業(株) (株)千代田製作所 東海旅客鉄道(株)
ソフトウェア情報開発(株) 大日本印刷(株) 日本精工(株)
日清食品(株) 日立オートモティブシステムズ(株) 平田機工(株)
日立造船(株) 本田技研工業(株) マックス(株)
ぺんてる(株) ミネベア(株) (株)鷺宮製作所
三菱電機インフォメーションシステムズ(株) (株)アイチコーポレーション (株)ケーヒン
(株)アーステクニカ 三菱電機(株) 昭和電工(株)
(株)荏原製作所 大森機械工業(株) 凸版印刷(株)
川崎重工業(株) 日立建機(株) (株)明電舎
日野自動車(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】

■公務

国土交通省北陸地方整備局 静岡市役所

■企業・法人等

(株)ミツバ 沖データ(株) 佐田建設(株)
(株)千代田製作所 環境技研(株) サンデンホールディングス(株)
(株)アクトリー 日産自動車(株) カルソニックカンセイ(株)
ヤマサ醤油(株) ＮＯＫ(株) ＮＴＴファインティーズ(株)
ＴＡＮＡＫＡホールディングス(株) アルパイン(株) (株)カネカ
クレハ(株) 大成建設(株) 新日鐵住金(株)
大協精工(株) トーアイエイヨー(株) 太陽誘電(株)
東京インキ(株) 前澤化成工業(株) 日野システッック(株)
不二ラテックス(株) 綜研化学(株) ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ(株)
関東電化工業(株) 日本製紙(株) 東日本旅客鉄道(株)
日清エンジニアリング(株) ジェイアール東日本コンサルタンツ(株) (株)ＮＥＸＣＯ東日本エンジニアリング
五洋建設(株) 関東商事(株) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)
東日本高速道路(株)（ＮＥＸＣＯ東日本） (株)長府製作所 平成理研(株)
ベーリンガーインゲルハイム製薬(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・法人等

三菱電機(株) 東京計器(株) 日本電産サーボ(株)
(株)ミツバ 小倉クラッチ(株) (株)SUBARU（富士重工業(株)）
沖データ(株) (株)群馬農協電算センター 太陽誘電(株)
(株)高崎共同計算センター (株)ジーシーシー サンデンホールディングス(株)
坂本工業(株) SKY(株) NECソリューションイノベータ(株)
NTTデータ(株) アルプス電機(株) TDK(株)
アルパイン(株) (株)ビー・アンド・プラス ヴァレオ・ジャパン(株)
オリンパス(株) コンピュートロン(株) カルソニックカンセイ(株)
キャノンコンポーネンツ(株) 山九(株) セイコーエプソン(株)
ソニー(株) タイム技研(株) テルモ(株)
デンソーテクノ(株) トッパン・フォームズ(株) ファナック(株)
ルネサスエレクトロニクス(株) 旭化成(株) 沖アドバンストコミュニケーションズ(株)
沖電気工業(株) (株)インターネットイニシアティブ (株)ブレインパット
(株)ユーコム (株)JSOL (株)ケーヒン
(株)ＴＰＲ (株)オートデクニックジャパン (株)モリタホールディングス
(株)シード (株)ディスコ (株)ヨコオ
東日本電気エンジニアリング(株) (株)富士通ゼネラル 関電工(株)
日機装(株) (株)明電舎 村田製作所(株)
日新電機(株) 今治造船(株) (株)大気社
日本工営(株) 三島光産(株) (株)東京測器研究所
日本電機(株) 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ(株) (株)東光高岳
日本電機通信システム(株) 三和工機(株) (株)日立製作所
日本電産トーソク(株) 信越化学工業(株) 理研計器(株)
日本無線(株) 新日本無線(株) 本田技研工業(株)
日立情報通信エンジニアリング(株) 電通国際情報サービス(株) 富士通フロンテック(株)
八千代工業(株) 東京電力(株)

　　【工学研究科 博士後期課程】

■企業・法人等

(株)伏見製作所 日立化成(株) 東京ブレイズ(株)

　　【理工学府 博士後期課程】

■企業・法人等

群馬大学 株式会社 ＡＺＡＰＡ

（順不同）　青字は、県内就職先

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈幼稚園・認定こども園〉　　玉村幼稚園

〈小学校〉　　伊勢崎市　　明和町

〈中学校〉　　館林市

〈特別支援学校〉　　　群馬県　　　高崎市

■企業・法人等

(株)高崎自動車販売

平成28年度専攻科修了生の就職先


