
青字は本社が群馬県内に所在

　　【教育学研究科】

■教育

〈小学校〉

〈中学校〉

〈高等学校〉

〈特別支援学校〉
　　県立あさひ 　県立富岡

■公務

渋川市教育委員会

　　【社会情報学研究科】

■企業・法人等

群馬大学医学部附属病院 日進㈱

　　【医学系研究科 修士課程 生命医科学専攻】
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■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

浅田レディースクリニック 脳神経疾患研究所付属総合南東北病院 山梨大学医学部附属病院

■企業・法人等

陽進堂ホールディングス㈱

　　【医学系研究科 博士課程 医科学専攻】

■教育

University of Indonesia

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

伊勢崎市民病院 公立藤岡総合病院 前橋赤十字病院

桐生厚生総合病院 高崎総合医療センター 利根中央病院

県立小児医療センター 群馬大学医学部付属病院

Bandung City Health Office Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni 深谷赤十字病院

MedAustron Ion Therapy Center モンゴル国立医科大学 神奈川県立病院機構がんセンター

National Centre for Rheumatic Diseases 厚生中央病院消化器病センター

■企業・法人等

高崎健康福祉大学 群馬大学

　　【保健学研究科 博士前期課程 保健学専攻】

■教育
群馬医療福祉大学

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

伊勢崎市民病院 前橋赤十字病院 老年病研究所附属病院

公立藤岡総合病院 認定NPO法人じゃんけんぽん 群馬大学医学部付属病院

聖マリアンナ医科大学病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 ㈱LITALICO

小諸高原病院 江戸川病院

■公務

群馬県 渋川市

■企業・法人等

ｉＳＫＩ　Ｊａｐａｎ㈱ 高信化学㈱

シミック㈱ 栄研化学㈱ ㈱LSIメディエンス

ユニ・チャーム㈱ ㈱BML ㈱ピーシーエルジャパン

　　【保健学研究科 博士後期課程 保健学専攻】

■教育

群馬パース大学 高崎健康福祉大学 群馬大学

帝京大学医学部

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

日高病院 (医)大誠会

令和３年度　大学院修了生の就職先

　　前橋市　高崎市　桐生市　伊勢崎市　館林市　富岡市　群馬大学共同教育学部附属小学校

　　伊勢崎市　太田市　甘楽町　東吾妻町　　　

　  県立渋川　　県立富岡



　　【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 関東管区警察局情報通信部 国立印刷局

■企業・法人等

サンデンホールディングス㈱ ㈱山田製作所 群栄化学工業㈱

正田醤油㈱

(一財)材料科学技術振興財団 マレリ㈱ 信越ポリマー㈱

DOWAホールディングス㈱ ミズノ㈱ 信越化学工業㈱

NTTコムウェア㈱ リケンテクノス㈱ 精工化学㈱

PwCコンサルティング(同) リンテック㈱ 太陽ホールディングス㈱

TDK㈱ ㈱ADEKA 太陽誘電株㈱

WDB㈱ ㈱ＪＳＯＬ 大日精化工業㈱

アキレス㈱ ㈱イノアックコーポレーション 大陽日酸(株)

アドバンテック㈱ ㈱エンプラス 東亜ＤＫＫ㈱

ウエスタンデジタル(同) ㈱オーシカ 東亜薬品工業㈱

エコデザイン㈱ ㈱サンプラネット 東洋濾紙㈱

オイレス工業㈱ ㈱シンク・ラボラトリー 凸版印刷㈱

カツラギ工業（株） ㈱テリロジー 楠本化成工業㈱

キーコーヒー㈱ ㈱トッパンインフォメディア 日清紡ホールディング㈱

クアーズテック㈱ ㈱ニデック 日本ケミコン㈱

ケイミュー㈱ ㈱パイロットコーポレーション 日本ケミファ㈱

サクラファインテックジャパン㈱ ㈱ワールドインテック 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ

スズキ㈱ ㈱日本ファインケム 日本パーカライジング㈱

タワーパートナーズセミコンダクター㈱ ㈱日立社会情報サービス 日本バイリーン㈱

ちふれホールディングス㈱ 関東化学㈱ 日本ユピカ㈱

ニチアス㈱ 興国インテック㈱ 日本分光㈱

ニチコン㈱ 興和㈱ 白十字㈱
日清紡マイクロデバイス㈱(旧新日本無線（株）) 阪和興業㈱ 飛島建設㈱

マイクロンメモリジャパン(同) 三光㈱ 富士化学工業㈱

マックス㈱

　　【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】
上尾中央総合病院

■教育
University of Kelaniya

■公務

群馬県 北陸地方整備局

■企業・法人等

サンデンホールディングス㈱ 三益半導体工業㈱ 日本電産サーボ㈱

㈱ミツバ 小倉クラッチ㈱

KYB㈱ ㈱SUBARU 住友重機械工業㈱

Sky㈱ ㈱アイシン 住友電気工業㈱

SMC㈱ ㈱アドバンテスト 信越化学工業㈱

いすゞ自動車㈱ ㈱アマダ 創販㈱

エンケイ㈱ ㈱エイチワン 東亜ディーケーケー㈱

オリエンタルモーター㈱ ㈱サイバーエージェント 東京エレクトロン㈱

スズキ㈱ ㈱ディーファイブコンサルティング 東芝インフラシステムズ㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱トヨタカスタマイジング&ディベロップメント 東芝エレベータ㈱

テックプロジェクトサービス㈱ ㈱ニコン 東芝キヤリア㈱

パナソニック㈱ ㈱ブリヂストン 東洋電装㈱
東日本NSソリューションズ㈱(旧㈱NSソリューションズ東京) ㈱ユポ・コーポレーション 凸版印刷㈱

ボッシュ㈱ ㈱鷺宮製作所 日揮㈱

マックス㈱ ㈱駿河生産プラットフォーム 日機装㈱

マツダ㈱ ㈱神戸製鋼所 日産車体㈱

マレリ㈱ ㈱瑞起 日東電工㈱

ミネベアミツミ㈱ ㈱日立産機システム 日本アルコン㈱

ヤマハ発動機㈱ 三星工業㈱ 日本テキサス・インスツルメンツ(同)

ルネサスエレクトロニクス㈱ 三菱マテリアル㈱ 日本原燃㈱

ローム㈱ 三菱電機㈱ 日本精工㈱

栄研化学㈱ 芝浦機械㈱ 日本電気㈱

沖電気工業㈱ 住友ケミカルエンジニアリング㈱ 富士電機㈱

㈱ Mizkan Holdings 住友ベークライト㈱ 本田技研工業㈱



　　【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 埼玉県 東京都

■企業・法人等

㈱ヤマト 太陽誘電ケミカルテクノロジー㈱

(一財)首都高速道路技術センター ㈱アプリス 山九㈱

DOWAホールディングス㈱ ㈱エンプラス 鹿島建設㈱

オルガノ㈱ ㈱ニューフレアテクノロジー 森永製菓㈱

コスモエンジニアリング㈱ ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 清水建設㈱

サンヨー食品㈱ ㈱パラドックス 千代田化工建設㈱

ダイニック㈱ ㈱リクルート 太陽誘電㈱

ディスコ㈱ ㈱学研プラス 地方共同法人日本下水道事業団

デクセリアルズ㈱ ㈱建設技術研究所 東日本道路㈱

デンカ㈱ ㈱大気社 東日本旅客鉄道㈱

ニチコン㈱ ㈱竹中工務店 日清紡ケミカル㈱

パナソニック　インダストリー㈱ ㈱東芝 日曹エンジニアリング㈱

ホシデン㈱ ㈱半導体エネルギー研究所 日比谷総合設備㈱

応用地質㈱ 五洋建設㈱ 理研計器㈱

王子HD㈱

　　【理工学府 博士前期課程 電子情報・数理教育プログラム】

■公務

館林市

■企業・法人等

サンデンシステムエンジニアリング㈱ ㈱OKIアイディエス 三益半導体工業㈱

サンデンホールディングス㈱　 ㈱ジーシーシー

 ㈱プログレスネットワークス 楽天グループ㈱ ㈱日立ソリューションズ

(公社)日本アイソトープ協会 ㈱KOKUSAI ELECTRIC ㈱日立製作所

GMOペパボ㈱ ㈱UACJ ㈱明電舎

Sky㈱ ㈱アブストラクトエンジン 三菱電機㈱

VAIO㈱ ㈱インターネットイニシアティブ 山九㈱

アルプスアルパイン㈱ ㈱ウイルテック 鹿島建設㈱

エイブリック㈱ ㈱エデュアム 太陽誘電㈱

沖電気工業㈱ ㈱オートテクニックジャパン 東芝インフラシステムズ㈱

オムロン㈱ ㈱オービックビジネスコンサルタント 東芝デジタルソリューションズ㈱

キヤノン㈱ ㈱きんでん 東日本旅客鉄道㈱

キヤノン電子管デバイス㈱ ㈱ジャステック 日本システムウエア㈱

サンケン電気㈱ ㈱チノー 日本信号㈱

シャープ㈱ ㈱ディー･エヌ･エー 日本電気㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱テクノプロ 日本無線㈱

東京エレクトロン㈱ ㈱デンソー 日本郵政㈱

日清紡マイクロデバイス㈱(旧新日本無線㈱) ㈱ネオジャパン 能美防災㈱

ホシデン㈱ ㈱ファインディックス 富士ソフト㈱

マックス㈱ ㈱マネーフォワード 富士智能㈱

ミラクシアエッジテクノロジー㈱ ㈱モリタホールディングス 富士通㈱

モリタ宮田工業㈱ ㈱ヨコオ 富士電機㈱

ラピステクノロジー㈱ ㈱リケン 本田技研工業㈱

ルネサスエレクトロニクス㈱ ㈱鷺宮製作所 明電システムソリューション㈱

横河計測㈱ ㈱日産オートモティブテクノロジー

　　【理工学府 博士後期課程】

■教育

自治医科大学 榆林学院

■企業・法人等

㈱両毛システムズ

パーソルテンプスタッフ㈱ ㈱日立製作所 協和キリン㈱

㈱太平洋マテリアル ㈱荏原製作所 日清紡ホールディングス㈱

㈱高津製作所

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〉

〈中学校〉

〈特別支援学校〉
　　県立あさひ 　県立伊勢崎　県立前橋高等　県立二葉　高崎市立高崎　　埼玉県立特別支援学校塙保己一学園

■公務

桐生消防署南分署

　　高崎市　渋川市　

令和３年度　専攻科修了生の就職先

　　高崎市　さいたま市


	大学院・専攻科

