
企業・機関：本社所在地（青字は群馬県）

　　【教育学研究科】

※病院名は通称で表記

■教育

〈小学校〉

〈中学校〉

〈高等学校・中等教育学校〉

〈特別支援学校〉

■公務

前橋市

■医療・福祉業

篠塚病院　

■企業・法人・研究施設等

㈱うすい 太田こどものへや 群馬県信用保証協会

　　【社会情報学研究科】

■公務

熊谷市

■企業・法人・研究施設等

㈱うすい ㈱スローライフ ㈱フレッセイ

㈱渡辺製作所

㈱開倫塾 セイカ食品㈱ ㈱日立ハイテクサイエンス

リアルシス㈱

平成30年度大学院修了生の就職先

前橋市　高崎市　伊勢崎市　太田市　沼田市　渋川市　藤岡市　榛東村　甘楽町の各教育委員会

前橋市　高崎市　桐生市　太田市　館林市　みどり市の各教育委員会
練馬区教育委員会

群馬県教育委員会

長野県教育委員会



　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

※病院名は通称で表記

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院

横浜市医療局病院

■企業・法人・研究施設等

㈱JMminternational

㈱日立ハイテクノロジーズ

　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

※病院名は通称で表記

■教育

〈大学〉

■医療・福祉業

くすの木病院 黒沢病院 群馬県立がんセンター

群馬県立心臓血管センター 群馬大学医学部附属病院 東邦病院

日高病院 前橋赤十字病院

佐久医療センター 放射線医学総合研究所病院 森山記念病院

■企業・法人・研究施設等

群馬大学

富士フィルム㈱

　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】

※病院名は通称で表記

■教育

〈大学〉

■公務

群馬県
■医療・福祉業

あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 伊勢崎市民病院 関越交通病院

群馬大学医学部附属病院 公立富岡総合病院 公立七日市病院

上武呼吸器科内科病院 鶴谷病院 沼田脳神経外科循環器科病院

榛名荘病院 日高病院

関東労災病院 くぼじまクリニック 桑名病院

埼玉県済生会川口総合病院 佐久医療センター JCHO東京新宿メディカルセンター

JCHO山梨病院 信州上田医療センター 千葉西総合病院

防衛医科大学校病院

■企業・法人・研究施設等

㈱食環境衛生研究所

㈲相模テクノ（グループホームあかつき訪問看護ステーション）

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

※病院名は通称で表記
■教育

〈大学〉

■医療・福祉業

上牧温泉病院 群馬中央病院 榛名荘病院

国立スポーツ科学センター The Third State Central Hospital

群馬県立県民健康科学大学 　上武大学

群馬大学  高崎健康福祉大学　茨城県立医療大学  山梨大学   モンゴル国立医科大学

群馬医療福祉大学　昭和大学



　　【理工学府 博士前期課程 物質・生命理工学教育プログラム】

■企業・法人・研究施設等

アイ・オーシステムインテグレーション㈱ オン・セミコンダクター・ホールディングス㈱ 群栄化学㈱

サンデンホールディングス㈱ ニプロ医工㈱ ㈱ミツバ

㈱両毛システムズ

アキレス㈱ 旭ファイバーグラス㈱ アヅマ㈱

㈱ADEKA 石福金属興業㈱ エイツーヘルスケア㈱

㈱エー・アンド・デイ ㈱エーピーアイコーポレーション NECソリューションイノベータ㈱

大塚製薬㈱ カイノス㈱ カルソニックカンセイ㈱

北電子㈱ 協同油脂㈱ ㈱コバヤシ

サラヤ㈱ サンケン電気㈱ サンスター㈱

㈱サンプラネット ㈱シード JSR㈱

JFEスチール㈱ シミックＣＭＯ㈱ ㈱潤工社

昭和電工㈱ 信越化学工業㈱ 住友大阪セメント㈱

住友理工㈱ セイコーインスツル㈱ 綜研化学㈱

大協精工㈱ 大陽日酸㈱ 太陽誘電㈱

㈱千代田テクノル ㈱テクノプロ 東京インキ㈱

東京応化工業㈱ 東ソー㈱ 東洋水産㈱

東洋製罐㈱ 凸版印刷㈱ 巴工業㈱

日亜化学工業㈱ 日清紡ホールディングス㈱ 日東富士製粉㈱

ニプロファーマ㈱ 日本ケミコン㈱ 日本特殊塗料㈱

日本パーカライジング㈱ パナソニック㈱ 日立オートモティブシステムズ㈱

日立化成㈱ ㈱フコク 富士ゼロックス情報システム㈱

㈱プロトコーポレーション ㈱ホンダテクノフォート マイクロンメモリジャパン（同）

マックス㈱ 丸善石油化学㈱ ㈱メディサイエンスプランニング
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン（同） 有機合成薬品工業㈱ ユポ・コーポレーション

理研計器㈱ リンテック㈱ ㈱ワールドインテック

　　【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】

■公務

筑西市

■企業・法人・研究施設等

サンデンホールディングス㈱ ベンカン㈱ ㈱ミツバ

㈱IHI アイダエンジニアリング㈱ ㈱アイチコーポレーション

㈱アイ・ピー・エー 曙ブレーキ工業㈱ いすゞ自動車㈱

SMK㈱ SMC㈱ NOK㈱

㈱荏原製作所 沖電気工業㈱ ㈱小田原製作所

㈱オフィスエフエイ・コム 花王㈱ カシオ計算機㈱

カルソニックカンセイ㈱ キヤノン・コンポーネンツ㈱ ケイヒン㈱

㈱ケーヒン ㈱小松製作所 埼玉県農林公社

サンケン電気㈱ JR東日本メカトロニクス㈱ ㈱システムインテグレータ

シチズンファインデバイス㈱ 清水建設㈱ スズキ㈱

セイコーエプソン㈱ ソニーLSIデザイン㈱ ソニーグローバルソリューションズ㈱

大日本印刷㈱ 太陽誘電㈱ ㈱ディスコ

㈱テクノプロ 東海旅客鉄道㈱ 東京エレクトロン㈱

東芝テック㈱ トヨタ自動車東日本㈱ ㈱トラスト・テック

㈱ニコン 日本信号㈱ 日本精工㈱

浜松ホトニクス㈱ 日立建機㈱ 日野システック㈱

日野自動車㈱ 富士ゼロックス㈱ 富士電機㈱

古河機械金属㈱ ホシデン㈱ ボッシュ㈱

本田技研工業㈱ マツダ㈱ 三菱マテリアル㈱

㈱明電舎 ヤマハ発動機㈱ UTテクノロジー㈱

ローム㈱ YKK㈱



　　【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

群馬県 桐生市

東京都

■企業・法人・研究施設等

サンノーバ㈱ 太陽誘電ケミカルテクノロジー㈱ 藤田デバイス㈱

㈱ミツバ

味の素エンジニアリング㈱ FDK㈱ ㈱大林組

オリジナル設計㈱ カルソニックカンセイ㈱ KHネオケム㈱

建設技術研究所 ㈱コベルコ科研 三機工業

㈱サンワコン JFEミネラル㈱ 清水建設㈱

信越化学工業㈱ 水ing㈱ 住友理工㈱

綜研化学㈱ ㈱総合環境分析 太陽日酸エンジニアリング㈱

デクセリアルズ㈱ デンカ㈱ DOWAホールディングス㈱

西松建設㈱ 日清紡ホールディングス㈱ 日水コン

日世㈱ 日東電工㈱ 日本下水道事業団

日本飛行機㈱ パシフィックコンサルタンツ㈱ 東日本高速道路㈱

東日本旅客鉄道㈱ 三菱ケミカル㈱ リンテック㈱

　　【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・研究施設等

サンデンシステムエンジニアリング㈱ サンデンホールディングス㈱ ㈱高崎共同計算センター

日本電産サーボ㈱ ㈱ミツバ

㈱アドバンテスト ㈱NTTデータ OKIソフトウェア㈱

㈱沖データ 沖電気工業㈱ オムロン㈱

オリジン電気㈱ ㈱加藤製作所 カルソニックカンセイ㈱

㈱キーエンス 共同カイテック㈱ ㈱コメリ

㈱Jストリーム ㈱JVCケンウッドエンジニアリング シチズン時計㈱

㈱JALインフォテック 信越化学工業㈱ 新日本無線㈱

スズキ㈱ ㈱SUBARU 住友重機械工業㈱

住友電装㈱ セイコーエプソン㈱ ソニー㈱

太陽誘電㈱ ㈱大和総研ホールディングス ディーピーティー㈱

㈱TKC ㈱テプコシステムズ 東京海上日動システムズ㈱

東京電力ホールディングス㈱ 東芝エネルギーシステムズ㈱ 東芝機械㈱

東芝テック㈱ 東洋電装㈱ ㈱トプコン

日研トータルソーシング㈱ 日信ソフトエンジニアリング㈱ 日本無線㈱

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㈱

㈱日立ハイテクファインシステムズ ファナック㈱ 富士通㈱

富士通アプリケーションズ 古河電気工業㈱ 本田技研工業㈱

㈱本田技術研究所 ㈱ホンダテクノフォート マイクロンジャパン㈱

マックス㈱ 三菱自動車工業㈱ 三菱倉庫㈱

三菱電機㈱ 三菱マテリアル㈱ ヤマハ㈱

㈱ユニオン・テクノロジー 楽天㈱ 量子科学技術研究開発機構

　　【理工学府 博士後期課程】

■教育

〈大学〉

■公務

群馬県立産業技術センター

■企業・法人・研究施設等

群馬大学

石原産業㈱ SMC㈱ ㈱オプトクエスト

産業技術総合研究所 新日鉄住金㈱ 石炭エネルギーセンター

ダイヤモンド電機㈱ 日本大学大学院総合基礎科学研究所 白十字㈱

群馬大学



企業・機関：本社所在地（青字は群馬県）

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈小学校〉

〈特別支援学校〉

■企業・法人・研究施設等

ぐんまＹＭＣＡ

平成30年度専攻科修了生の就職先

前橋市　みどり市　吉岡町　嬬恋村の各教育委員会

群馬県教育委員会　埼玉県　長岡市の各教育委員会


