
青字は本社が群馬県内に所在

　　【教育学研究科】

■教育

〈幼稚園・認定こども園〉

〈小学校〉

〈中学校〉

〈高等学校〉

〈特別支援学校〉
　　群馬県立高崎特別支援学校

■公務

高崎市教育センター 利根教育事務所

　　【社会情報学研究科】

■企業・法人等

㈱日立国際電気 ㈱日立システムズ

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】
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■企業・法人等

高和電気工業㈱ 日本全薬工業㈱ ピジョン㈱

メディカル・ダイアローグ

　　【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

Albert Einstein College of Medicine

■医療・福祉業

群馬県立小児医療センター 群馬大学医学部附属病院 渋川医療センター

高崎総合医療センター 堀江病院 堀江病院

埼玉県立がんセンター National Hospital for Tropical Diseases in Hanoi Bach Mai Hospital

■企業・法人等

群馬大学 森産業株式会社

日本学術振興会 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ

　　【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

公立藤岡総合病院 前橋赤十字病院

足利赤十字病院 自治医科大学附属病院 獨協医科大学病院

みたき総合病院

■公務

群馬県

■企業・法人等

㈱食環境衛生研究所 大誠会

㈱MICメディカル GEヘルスケア・ジャパン㈱ 積水メディカル㈱

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育

群馬大学 高崎健康福祉大学

■企業・法人等

UHA味覚糖株式会社

令和２年度　大学院修了生の就職先

清心幼稚園

　　前橋市　高崎市　桐生市　安中市　みどり市　吉岡町　玉村町　大泉町の各教育委員会　群馬大学共同教育学部附属小学校
　　深谷市立岡部西小学校

　　前橋市　高崎市　桐生市　太田市　館林市　渋川市　甘楽町の各教育委員会　　　

　  群馬県教育委員会　太田市立太田高等学校　明和県央高等学校
　  角川ドワンゴ学園



　　【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

群栄化学工業㈱ サンデンホールディングス㈱ しげる工業㈱

第一石鹸㈱ 太陽誘電ケミカルテクノロジー㈱ 東邦工業㈱

㈱ミツバ 三益半導体工業㈱

アヅマ㈱ ADVANTECグループ アナログ・デバイセズ㈱

イチカワ㈱ 出光ユニテック㈱ ㈱イノアックコーポレーション

㈱エイチワン エスフーズ㈱ エヌエス環境㈱

㈱MICメディカル カバヤ食品㈱ カンタツ㈱

キヤノン㈱ 京セラ㈱ ㈱金冠堂

倉本産業 クリエートメディック㈱ 興和㈱

㈱サンプラネット 山陽色素㈱ サンヨー食品㈱

㈱ＧＳユアサ ㈱シード ジェイオーコスメティックス㈱

シマダヤ㈱ シミックCMO㈱ 信越化学工業㈱

信越ポリマー㈱ 新新薬品工業㈱ ㈱SUBARU

セイコーインスツル㈱ SOLIZE㈱ ㈱大協精工

太平洋セメント㈱ 大陽日酸㈱ 太陽ホールディングス㈱

太陽誘電㈱ ㈱高津製作所 デクセリアルズ㈱

東亞合成㈱ 東芝ナノアナリシス㈱ 東ソー㈱

東邦亜鉛㈱ 東洋アルミニウム㈱ 東洋エアゾール工業㈱

凸版印刷㈱ 日清紡㈱ ㈱ニフコ

ニプロファーマ㈱ 日本製紙㈱ 日本製鉄㈱

日本農薬㈱ 日本パーカライジング㈱ 日本ライフライン㈱

㈱パイロットコーポレーション 藤森工業㈱ 古河電気工業㈱

ホッカンホールディングス㈱ マックス㈱ 三菱マテリアル㈱

みどり化学㈱ 吉野石膏㈱ 量子科学技術研究開発機構

リンテック㈱ ㈱ロイヤリティマーケティング

　　【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

㈱アドテックス 太田都市ガス㈱ 澤藤電機㈱

サンデンホールディングス㈱ 千代田工業㈱ 日本モビリティ㈱

㈱ＩＨＩ いすゞ自動車㈱ ㈱いすゞ中央研究所

SMC㈱ NTN㈱ ㈱荏原製作所

大瀧ジャッキ㈱ ㈱沖データ 鹿島建設㈱

㈱加藤製作所 キヤノン㈱ キヤノン・コンポーネンツ㈱

㈱クレスコ ㈱小松製作所 ㈱鷺宮製作所

㈱シーアルイー 昭和電工㈱ ㈱SUBARU

セイコーエプソン㈱ タカノフーズ㈱ ＴＤＫ㈱

テルモ㈱ ㈱デンソー ㈱デンソーウェーブ

東京エレクトロン㈱ 東京電力ホールディングス㈱ ㈱東芝

凸版印刷㈱ 日揮グローバル㈱ ㈱日本シューター

日本プラスト㈱ パラマウントベッド㈱ 東日本旅客鉄道㈱

日立オートモティブシステムズ㈱ 日立金属㈱ ㈱ビーネックステクノロジーズ

㈱フェニックスエンジニアリング 富士電機㈱ 古河機械金属㈱

ホシデン㈱ ボッシュ㈱ 本田技研工業㈱

マックス㈱ ㈱MAPPA ミネベアミツミ㈱

㈱メイテック 森六ホールディングス㈱ ㈱ラクスパートナーズ

YKK AP㈱



　　【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 高崎市

■企業・法人等

㈱池田製作所 ㈱伊藤鍍金工業所 ㈱キンセイ産業

三陽技術コンサルタンツ㈱ 中西工業㈱ 三益半導体工業㈱

アイオン㈱ 愛発科商貿（上海）有限公司 北京分公司 FDK㈱

㈱エンビジョンAESCジャパン ㈱王子HD オリエンタル㈱

オリエンタル白石㈱ ㈱建設技術研究所 近藤設備設計㈱

清水建設㈱ 信越化学工業㈱ ㈱太平洋セメント

太陽誘電㈱ 拓凱実業有限公司 ㈱田中化学研究所

デクセリアルズ㈱ デンカ㈱ 電源開発㈱

東海旅客鉄道㈱ 日産自動車㈱ 日清エンジニアリング㈱

日本下水道事業団 日本道路㈱ 日本パリソン㈱

東日本高速道路㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 日立造船㈱

三菱ケミカル㈱ ユニプレス㈱

　　【理工学府 博士前期課程 電子情報・数理教育プログラム】

■教育

群馬県立館林商工高等学校

■公務

栃木市

■企業・法人等

㈱OKIアイディエス ㈱クライム サンデンホールディングス㈱

㈱ジーシーシー ㈱ 高崎共同計算センター ㈱ミツバ

㈱本島ビジネスセンター

㈱アドバンテスト エイブリック㈱ SCSK㈱

沖電気㈱ 沖電気工業㈱ 鹿島建設㈱

キヤノンITソリューションズ㈱ グラッド・ソフトウェア ㈱コーエーテクモ

㈱コナミデジタルエンタテインメント ㈱SANKYO 新日本無線㈱

㈱SUBARU セイコーエプソン㈱ ソニー㈱

太陽誘電㈱ ㈱チノー 東京電力ホールディングス㈱

東芝インフラシステムズ㈱ 東洋電装㈱ 西川計測㈱

㈱日産オートモーティブテクノロジー 日産自動車㈱ ニフティ㈱

日本精工㈱ ㈱日本触媒 日本電気㈱

ネットワンシステムズ㈱ ハートランド・データ㈱ 東日本旅客鉄道㈱

㈱ピューズ ファナック㈱ 富士電機㈱

富士電機機器制御㈱ 富士フイルムソフトウエア 北陸電力㈱

本田技研工業㈱ マイクロテクノロジー㈱ マックス㈱

マニー㈱ 三菱電機㈱ 三菱電機特機システム㈱

明電システムソリューション㈱ ㈱明電舎 ヤマハ発動機㈱

楽天㈱ リコー電子デバイス㈱ ルネサスエレクトロニクス㈱

㈱ロッテ

　　【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

群馬医療福祉大学 群馬大学

長野工業高等専門学校 キングモンクット工科大学トンブリー校 瀋陽化工大学

チュラロンコン大学 名古屋大学 立命館大学

■公務

東京都農林総合研究センター

■企業・法人等

共和産業㈱

鹿島建設㈱ 産業技術総合研究所 DOWAハイテック㈱

㈱ニッキ ㈱日立ハイテク 三菱マテリアル㈱

量子科学技術研究開発機構

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

〈特別支援学校〉　　　群馬県教育委員会　前橋市　高崎市　みどり市の各教育委員会
　　　　　　　　　　　　　 東京学芸大学附属特別支援学校　埼玉県立越谷西特別支援学校

令和２年度　専攻科修了生の就職先


	大学院と専攻科５確定

