
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　伊勢崎市　太田市　渋川市　藤岡市　みどり市　川場村　群馬大学教育学部附属小学校

〈中学校〉　　前橋市　高崎市　桐生市   太田市　渋川市　みどり市　長野原町　各務原市

〈高等学校〉　群馬県　　私立高崎商科大学附属高等学校　　横浜市

〈特別支援学校〉　　群馬県

■公務

利根教育事務所

■企業・法人等

　　【社会情報学研究科】

■企業・法人等

㈱群馬銀行 ㈱フレッセイ (有)ひなたみ館
㈱インタースペース 勲盛㈱

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 東邦大学医療センター大森病院 鶴川記念病院

■企業・法人等

カバヤ食品㈱ キャノンメディカルシステムズ㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズ
㈱日立ソリューションズ

　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

■教育 ※病院名は通称で表記

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
高崎健康福祉大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬県立小児医療センター 群馬県立がんセンター
藤岡総合病院 伊勢崎市民病院 前橋赤十字病院
岸病院 羽生田眼科医院 日高病院
日高リハビリテーション病院 堀江病院 渋川医療センター
慶友整形外科病院 城西クリニック 横須賀市立うわまち病院
埼玉よりい病院 深谷赤十字病院 こすぎ皮ふ科
行田総合病院

■企業・法人等

放射線医学総合研究所

　　【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

群馬大学 群馬医療福祉大学 群馬パース大学
上武大学 高崎健康福祉大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬県立小児医療センター 群馬県立心臓血管センター

伊勢崎市民病院 厩橋病院作業療法科 上牧温泉病院

前橋病院 群馬中央病院 群馬リハビリテーション病院

慶友整形外科病院 富岡総合病院 七日市病院

利根中央病院 榛名荘病院 東前橋整形外科クリニック

日高病院 平成日高クリニック 横田マタニティホスピタル

老年病研究所附属病院 埼玉医科大学国際医療センター 獨協医科大学病院

■企業・法人等

東京都健康長寿医療センター

平成29年度大学院修了生の就職先

前橋進学館　NPO法人　クリエイティブサポートレッツ



　　【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 群馬大学 高崎健康福祉大学
横浜市立大学 埼玉医科大学

■企業・法人等

上武呼吸器内科病院 訪問看護ステーション花あかり

　　【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

長野県

■企業・法人等

㈱ＳＵＢＡＲＵ ㈱沖アドバンストコミュニケーションズ ㈱沖データ

オリヒロプランデュ㈱ 群栄化学工業㈱ 群馬大学理工学部技術部

太陽ホールディングス㈱ 太陽誘電㈱ マックス㈱

㈱ミツバ 三益半導体工業㈱ サンノーバ㈱

ナガセケンコー㈱ ㈱CEGB IBMサービス㈱

JNC㈱ JSR㈱ アキレス㈱

曙ブレーキ㈱ 旭化成ワッカーシリコーン㈱ アルテリア・ネットワークス㈱

㈱アルプス技研    イチカワ㈱ ㈱医療システム研究所

㈱エンプラス 大内新興化学工業㈱ 岡本工業㈱（工事・製造業）

科研製薬㈱ カルソニックカンセイ㈱ 桑名商事㈱

サンプラネット㈱ ㈱重松製作所 ㈱芝浦電子

新報国製鉄㈱ ㈱スタッフサービスエンジニアリング事業本部 住友大阪セメント㈱

住友理工㈱ ㈱ゼンショーホールディングス 第一三共㈱

㈱タイカ ㈱大気社 ㈱大協精工

ダイニック㈱ 大陽日酸㈱ 高砂香料工業㈱

高田製薬 ㈱ 中外製薬工業㈱ 東京製綱㈱

デクセリアルズ㈱ ㈱テクノプロ・R＆D社 ㈱寺岡製作所

東亜ディーケーケー㈱ 東芝ディスクリートテクノロジー㈱ 東洋ビューティー

日立化成㈱ 日油技研工業㈱ 日本カーバイド工業㈱

日本ケミコン㈱ 日本サーファクタント工業㈱ 日本ピュアフード㈱

日本プラスト㈱ ㈱ハーベス パナソニックエコソリューションズ住宅設備㈱

日立化成㈱ ㈱フコク ㈱フジミインコーポレーテッド

武州製薬㈱ 丸善石油化学㈱ マルハニチロ㈱

みどり化学㈱ ㈱メディサイエンスプラニング 森村ケミカル㈱

ユニチカ㈱ 吉澤石灰工業㈱ リケンテクノス㈱

リンテック㈱

　　【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

㈱ＳＵＢＡＲＵ サンデンホールディングス㈱ しげる工業㈱

日本電産サーボ㈱ ㈱ミツバ ㈱両毛システムズ

DMG森精機㈱ NTN㈱ ㈱VSN

いすゞ自動車㈱ ㈱ヴァレオジャパン ㈱荏原製作所

㈱沖データ カルソニックカンセイ㈱ キヤノン電子㈱

㈱ケーヒン ㈱ケーヒン シチズンマシナリー㈱

スズキ㈱ 住友重機械工業㈱ 住友電気工業㈱

太陽誘電モバイルテクノロジー㈱ 太陽誘電㈱ 東海旅客鉄道㈱　
中日本ハイウェイエンジニアリング東京㈱ 日清紡ホールディングス㈱ 日本航空㈱

日本信号㈱ 日本精工㈱ ㈱パイオラックス

日立建機㈱ ㈱日立ハイテクファインシステムズ ㈱日立ビルシステム

日野自動車㈱ 富士通フロンテック㈱ 富士電機㈱

ぺんてる㈱ 北海道旅客鉄道㈱ ㈱本田技術研究所

マツダ㈱ 三井精機工業㈱ 三菱電機㈱

三菱マテリアル㈱ ㈱メイテック ルネサスセミコンダクタパッケージ＆テストソリューションズ㈱

㈱ワコム



　　【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・法人等

FDK㈱ 朝日印刷工業㈱ サンデンホールディングス㈱

太陽誘電㈱ パナソニックヘルスケア㈱ 藤田エンジニアリング㈱

マックス㈱ 三益半導体工業㈱ ㈱NIPPO

㈱アイチコーポレーション 味の素㈱ 石福金属興業㈱

ウエーブロック・アドバンテスト㈱ 栄研化学㈱ オリジナル設計㈱

オリジン電気㈱ 鹿島建設㈱ カルソニックカンセイ㈱

京セラコミュニケーションシステム㈱ ㈱建設技術研究所 五洋建設㈱

㈱サーベイリサーチセンター ㈱重松製作所 清水建設㈱

ショーボンド建設㈱ 信越化学工業㈱ 新日鐵住金㈱

スズキ㈱ 住友理工㈱ 大成建設㈱

㈱ダイセル 太平洋セメント㈱ ㈱テクノプロ・R＆D社

東京インキ㈱ 東芝テック㈱ ニチアス㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 三菱日立パワーシステムズインダストリー㈱

　　【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

㈱沖データ 沖電気工業㈱ 澤藤電機㈱

サンデンホールディングス㈱ ㈱ジーシーシー 太陽誘電㈱

㈱高崎共同計算センター ㈱明電舎 ㈱両毛システムズ

ルネサスエレクトロニクス㈱ ㈱アドバンテスト 沖電気工業㈱

サンデンホールディングス㈱ 日新電機㈱ ㈱ミツバ

三菱電機㈱ ㈱明電舎 ㈱ヨコオ

ルネサスエレクトロニクス㈱ Fringe81㈱ ㈱IIJグローバルソリューションズ

㈱NTTファシリティーズ ㈱VSN アルパイン㈱

㈱インターネットイニシアティブ ㈱内田洋行ITソリューションズ ㈱大塚商会

㈱沖アドバンストコミュニケーションズ ㈱沖データ オリンパス㈱

カルソニックカンセイ㈱ クラリオン㈱ ㈱小糸製作所

サミー㈱ ㈱ジーダット ㈱シード

新日本無線㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱セガゲームス

ソニー㈱ ソニーLSIデザイン㈱ ソフトバンク㈱

ソフトバンク・テクノロジー㈱ 中国電力㈱ ㈱ディスコ

㈱東京測器研究所 東京電力ホールディングス㈱ ㈱東芝

東芝テック㈱ 東芝プラントシステム㈱ 東北電力㈱

凸版印刷㈱ 日本光電工業㈱ 日本信号㈱

日本電子計算㈱ 日本テキサスインスツルメンツ㈱ ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング

パイオニア㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 日立オートモティブシステムズ㈱

平河ヒューテック㈱ 富士フィルムソフトウェア㈱ 東日本高速道路㈱

㈱本田技術研究所 マニー㈱ 三菱自動車工業㈱

三菱電機㈱ ㈱モリタホールディングス ユニプレス㈱

楽天㈱ ㈱リーディングマーク

　　【理工学府 博士後期課程】【工学研究科 博士後期課程】

■企業・法人等

群馬大学高度人材育成センター研究員 群馬大学理工学部技術部 アドバンスソフト㈱

石福金属興業㈱ 川研ファインケミカル㈱ 鬼怒川ゴム㈱

三桜工業㈱ ㈱とめ研究所研究員 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大学研究員

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〉　　伊勢崎市

〈小学校〉　　高崎市

〈特別支援学校〉　　　群馬県　高崎市　太田市　東京都　埼玉県　川崎市

■企業・法人等

㈱上毛新聞社

平成29年度専攻科修了生の就職先


