
青字は本社が群馬県内に所在

　　【教育学研究科】

■教育

〈小学校〉　　伊勢崎市　太田市　富岡市　中之条町　長野原町の各教育委員会　越谷市教育委員会

〈中学校〉　　前橋市　高崎市　桐生市   伊勢崎市　渋川市　安中市　邑楽町　片品村の各教育委員会　開智未来中学校

〈特別支援学校〉　　群馬県教育委員会　群馬大学教育学部附属特別支援学校

■公務

館林市

■企業・法人等

システムリサーチ&コンサルト㈱ ㈱びゅうトラベルサービス

　　【社会情報学研究科】

■企業・法人等

㈱日精ものづくりホールディングス ㈱ベイシア

エイム㈱ 太陽誘電㈱ 東京大学

森六テクノロジー㈱

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】

■企業・法人等

WDB㈱エウレカ社 東芝エネルギーシステムズ㈱

　　【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 群馬パース大学

Tata Memorial Centre Mumbai India

■医療・福祉業

群馬県こころの健康センター 群馬大学医学部附属病院 恵愛堂病院

公立藤岡総合病院 善衆会病院

（一社）樹の会 国立国際医療研究センター 東京慈恵会医科大学附属葛飾医療センター

■公務

社会保険診療報酬支払基金

■企業・法人等

㈱国際電気通信基礎技術研究所 （独）理化学研究所

　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

内田病院 群馬大学医学部附属病院 公立七日市病院

公立藤岡総合病院 （独）国立病院機構 上武呼吸器科内科病院

第一病院 沼田脳神経外科循環器科病院 榛名荘病院

本多病院 前橋赤十字病院 老年病研究所附属病院

わかば病院 せせらぎ病院

仙台北部整形外科スポーツクリニック 東海大学医学部附属病院 虎の門病院

東京大学医学部附属病院 三重大学医学部附属病院

■公務

群馬県

■企業・法人等

㈱医療システム研究所 ㈱孫の手 ㈱みらい

㈱ヤマダ電機

（福）アコモード ㈱エスアールエル ㈱LSIメディエンス

シミック㈱ Sky㈱ 積水メディカル㈱

㈱リプロセル

令和元年度　大学院修了生の就職先

〈高等学校〉　群馬県教育委員会　明和県央高等学校　高崎商科大学附属高等学校　桐生第一高等学校　　埼玉県教育委員会



　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育 ※病院名は通称で表記

群馬医療福祉大学 群馬大学 群馬パース大学

群馬県立県民健康科学大学 高崎健康福祉大学

東京都立大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 日高会

■企業・法人等

クラシエフーズ㈱

　　【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

栃木県

■企業・法人等

㈱エクセル製作所 群栄化学工業㈱ 群馬県信用保証協会

サンデンホールディングス㈱ サンデンリテールシステム㈱ 正田醤油㈱

第一石鹸㈱ 太陽誘電ケミカルテクノロジー㈱ ㈱ナブアシスト

ハルナプロデュース㈱ ㈱ミツバ

アキレス㈱ ㈱ADEKA いすゞ自動車㈱

栄研化学㈱ ㈱NF回路設計ブロック ㈱エンプラス

カルソニックカンセイ㈱ キオクシア㈱ クミアイ化学工業

クレハ㈱ 三恵技研工業㈱ サンプラネット㈱

㈱ジーシー シーピー化成㈱ JFEスチール㈱

㈱島津アクセス 昭和電工㈱ 信越化学工業㈱

㈱SUBARU 精工化学㈱ ㈱ダイショー

大陽日酸㈱ 太陽誘電㈱ 高田製薬㈱

チノー㈱ ㈱ディアイスクエア   DIC㈱

㈱DJK TPRサンライト㈱ テルモ㈱

東亜ディーケーケー㈱ 東京応化工業㈱ 東新工業㈱

東洋インキSCホールディングス㈱ ㈱東洋クオリティワン トーテックアメニティ㈱

㈱ナカボーテック ニチアス㈱ 日清紡ホールディングス㈱

日東金属工業㈱ 日本ケミカルデータベース㈱ 日本ケミコン㈱

日本精機㈱ 白十字㈱ ㈱フジクラ

古河電気工業㈱ マックス㈱ 丸善石油化学㈱

三井金属鉱業㈱ ㈱メニコン メビックス㈱
モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社 ㈱ヨコオ ライオン㈱

リケンテクノス㈱ ㈱リコー 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

太田都市ガス㈱ ㈱サンキテック サンデンホールディングス㈱

日本電産サーボ㈱ ㈱両毛システムズ

㈱アーステクニカ いすゞ自動車㈱ ㈱エイチワン

AGC㈱ ㈱エクセルエンジニアリング SMC㈱

㈱荏原製作所 沖データ㈱ 沖電気工業㈱

オフィスエフエイ・コム㈱ 花王㈱ カジマメカトロエンジニアリング㈱

カルソニックカンセイ㈱ 川崎重工業㈱ キヤノン㈱

㈱久保田製作所 ㈱ケーヒン ㈱シー・エス・イー

スズキ㈱ ㈱SUBARU セイコーエプソン㈱

㈱DTS TDK㈱ ㈱テクノプロ　テクノプロ･デザイン

㈱デンソーウェーブ 東京電力ホールディングス㈱ 東洋電装㈱

凸版印刷㈱ Toyota　China 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱

㈱日産オートモーティブテクノロジー 日東電工㈱ 日本電気㈱

日本コーンスターチ㈱ 日本信号㈱ 日本精工㈱

㈱日本製鋼所 日立建機㈱ ㈱日立ハイテクノロジーズ

㈱日立ハイテクファインシステムズ ファナック㈱ ㈱フジクラ

富士電機㈱ ㈱ブリヂストン ブリジストンサイクル㈱

古河機械金属㈱ ホリベマシナリー㈱ 本田技研工業㈱

㈱ミツトヨ 三菱電機㈱ 三菱電機ホーム機器㈱

㈱明電舎 ヤマザキマザック㈱ 横浜ゴム㈱

㈱リケン ルネサスエレクトロニクス㈱



　　【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

㈱キンセイ産業 群栄化学工業㈱ 佐田建設㈱

出光ユニテック㈱ ㈱エイチワン 王子ホールディングス㈱

花王㈱ 栗田工業㈱ ㈱建設技術研究所

興和㈱ ㈱サービシンク ㈱サクラクレパス

三機工業㈱ JR東日本コンサルタンツ㈱ JXTGエネルギー㈱

清水建設㈱ 首都高速道路㈱ 昭和産業㈱

信越化学工業㈱ 星光PMC㈱ 太陽誘電㈱

㈱地層科学研究所 月島機械㈱ 東急建設㈱

㈱東北村田製作所 ニチアス㈱ 日清紡ホールディングス㈱

日曹エンジニアリング㈱ 日東電工㈱ 日本製粉㈱

日本航空㈱ 野村マイクロ・サイエンス㈱ 白十字㈱

パシフィックコンサルタンツ㈱ 東日本電信電話㈱ 東日本旅客鉄道㈱

日立建機㈱ ボッシュ㈱ 三菱ケミカル㈱

みどり化学㈱ ㈱ミマキエンジニアリング ミヨシ油脂㈱

メタウォーター㈱

　　【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

㈱OKIアイディエス サンデンホールディングス㈱ ㈱ジーシーシー

㈱千代田製作所 ㈱ミツバ ㈱両毛システムズ

Career　International アクセンチュア㈱ ㈱アシスト

㈱アルプス技研 ㈱エー・アンド・デイ SCSK㈱

㈱NTTデータアイ ㈱NTTドコモ ＭＳ＆ＡＤシステムズ㈱

OKIソフトウェア㈱ 沖データ㈱ ㈱オリジン

㈱ キーウォーカー キヤノン㈱ ㈱JR東日本情報システム

新日本無線㈱ Sky㈱ スズキ㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱セガ・インタラクティブ ソニー㈱

㈱千代田テクノル ㈱東京測器研究所 東京電力ホールディングス㈱

東芝インフラシステムズ㈱ 東芝デジタルソリューションズ㈱ 東芝デバイス＆ストレージ㈱

凸版印刷㈱ ニチコン㈱ ㈱日産オートモーティブテクノロジー

日産自動車㈱ ㈱日水コン 日本電気㈱

日本アイ・ビー・エム・サービス㈱ 日本信号㈱ 日本精工㈱

ビー・ユー・ジーＤＭＧ森精機㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱日立ハイテクファインシステムズ

ファナック㈱ 富士ゼロックス㈱ 富士通㈱

富士電機㈱ 本田技研工業㈱ マックス㈱

三菱電機㈱ ㈱メイテック ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン㈱

横河電機㈱ ラピスセミコンダクタ㈱ ルネサスエレクトロニクス㈱

　　【理工学府 博士後期課程】【工学研究科 博士後期課程】

■教育 ※病院名は通称で表記

群馬大学高度人材育成センター

揚州工業職業技術学校 揚州大学 神奈川大学
■企業・法人等

坂本工業㈱ サンデン・ビジネスアソシエイト㈱

日本ファーネス㈱ ㈱ピーエス三菱 マイクロメモリジャパン合同会社

トヨタ自動車㈱ 'Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC) 住友電気工業㈱

第一三共㈱ 日本原子力研究開発機構 ㈱ 三井化学分析センター

青字は本社が群馬県内に所在

　　【特別支援教育特別専攻科】

■教育

〈小学校〉　　伊勢崎市　沼田市の各教育委員会

〈中学校〉　　高崎市教育委員会

〈特別支援学校〉　　　群馬県　高崎市　太田市の各教育委員会　群馬大学教育学部附属特別支援学校

〈高等学校〉　　共愛学園

■児童養護施設

子持山学園

令和元年度　専攻科修了生の就職先


	★大学院と専攻科　確定

