
青字は、県内就職先

　　【　　【　　【　　【教育学部教育学部教育学部教育学部】】】】

■学校教育

〈公立小学校〉

〈公立中学校〉

〈公立特別支援学校〉

桐生市

〈公立高等学校〉

〈私立学校法人〉

■公務

群馬県（学校事務） 群馬県警察
安中市役所 高崎市役所 太田市役所
伊勢崎市役所 坂戸市役所 長野原町役場
岩舟町役場 水戸市役所 前橋市役所　
吉岡町役場 館林地区消防組合 太田市（消防）

■医療業

光病院 佐久総合病院

■その他法人等

社会福祉法人　東光虹の家　 社会福祉法人　訪問の家 財団法人　前橋ＹＭＣＡ
国立大学法人群馬大学

■企業

（株）JOMOプロ関東 上越印刷工業㈱ ㈱チャーム
ギャラリー長谷川 ㈱スパン ㈱ユー・コーポレーション
㈱群馬銀行

　　【　　【　　【　　【社会情報学部社会情報学部社会情報学部社会情報学部】】】】

■国家公務

航空自衛隊

■地方公務

群馬県（学校事務） 群馬県警 埼玉県警
群馬県警察（事務）
安中市役所 渋川市役所 富岡市役所
大泉町役場 高崎市役所 野木町役場
古河市役所 館林市役所 前橋市役所
高崎市（消防）

■医療業

黒澤病院

■企業

㈱USEN ㈱シー・アイ・シー 東日本旅客鉄道㈱
㈱ＪＯＭＯプロ関東 ㈱ジュピターテレコム ㈱日立ソリューションズ
旭化成商事㈱ ㈱心水出版（心水塾） ファームドゥ㈱
㈱足利銀行 ㈱シンドバッド・インターナショナル 富士エンヂニアリング㈱
㈱安藤 綜合警備保障㈱ ㈱フレッセイ
宇都宮農業協同組合 ㈱損保ジャパン ホテル木暮
岡藤商事㈱ 第一生命㈱ ㈱マツモトキヨシ
㈱カインズホーム ㈱高崎共同計算ｾﾝﾀｰ 松本信用金庫
㈱カワチ薬品 ㈱ダスキン マルホ㈱
北群渋川農業協同組合 ㈱地域新聞社 三国コカ・コーラボトリング㈱
㈱キュービスト 銚子商工信用組合 三井住友海上きらめき生命保険㈱
㈱群馬銀行 ㈱データ総研 みよの台薬局グループ
群馬県農業共済組合 東京海上日動火災保険㈱ 郵便局㈱
群馬セキスイハイム㈱ ㈱東和銀行 （有）ワカイカメラ
群馬トヨタ自動車㈱ （有）富田総合保険プランナーズ ㈱ライムメンバーズ
河本工業㈱ 日本ワイパブレード㈱ リサーチ・アンド・デベロプメント㈱
（有）がんば ㈱野村證券 ㈱ロボット
しののめ信用金庫 ㈱パスコ ㈱ロン都
上海頂貿易有限公司

群馬県　　　埼玉県
安中市　　　太田市　　　桐生市　　

学校法人　関東学園

平成22年度学部卒業生の主な就職先

足利市　　　安中市　　　太田市　　　大泉町　　　上里町　　　川崎市　　　草津町　　　 　伊勢崎市　　　柏市
久喜市　　　熊谷市　　　渋川市　　　高崎市　　　館林市　　　桐生市　　　中之条町　　　さいたま市
深谷市　　　藤岡市　　　前橋市　　　吉岡町

安中市　　　伊勢崎市　　　邑楽町　　　太田市　　　高崎市　　　渋川市　　　沼田市　　　榛東村　　　前橋市
富岡市　　　みどり市

群馬県　　　埼玉県



　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　医学科医学科医学科医学科】】】】

■医療業

JR東京総合病院 国際医療福祉大学附属三田病院 東京医科歯科大学医学部附属病院
伊勢崎市民病院 国立病院機構埼玉病院 東京慈恵会医科大学附属柏病院
稲城市立病院 国立病院機構高崎総合医療センター 東京大学医学部附属病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 埼玉協同病院 東京都立大塚病院
医療法人近森会　近森病院 さいたま赤十字病院 東名厚木病院
磐田市立総合病院 財団法人老年病研究所附属病院 鳥取大学医学部附属病院
沖縄県立中部病院 静岡県立総合病院 長野県厚生連長野松代総合病院
川崎協同病院 静岡市立静岡病院 新潟勤労者医療協会　下越病院
関東労災病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 福井県立病院
群馬大学医学部附属病院 自治医科大学附属病院 碧南市民病院
社会保険県群馬中央総合病院 聖路加国際病院 前橋協立病院
慶應義塾大学病院 総合病院土浦協同病院 前橋赤十字病院
神戸大学医学部附属病院 千葉大学医学部附属病院 三井記念病院
公立富岡総合病院 筑波大学附属病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

東北公済病院

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　看護学専攻看護学専攻看護学専攻看護学専攻】】】】

■公務

宇都宮市 三芳町 前橋市
鹿沼市 高崎市 吉岡町
明和町 館林市

■医療業

杏林大学医学部附属病院 埼玉県立小児医療ｾﾝﾀｰ 成田赤十字病院
桐生厚生総合病院 自治医科大学附属さいたま医療ｾﾝﾀｰ 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

群馬県立小児医療センター 社会保険群馬中央総合病院 日立製作所ひたちなか総合病院
群馬県立病院 順天堂大学医学部附属順天堂浦安病院 前橋協立病院
群馬大学医学部附属病院 湘南鎌倉総合病院 前橋赤十字病院
国立国際医療センター 東京医科歯科大学医学部附属病院 美原記念病院
国立成育医療センター 東京医科歯科大学附属病院 武蔵野赤十字病院
埼玉医科大学附属病院 獨協医科大学病院 横浜市立大学附属病院

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　検査技術科学専攻検査技術科学専攻検査技術科学専攻検査技術科学専攻】】】】

■公務

群馬県

■医療業

(財)東日本労働衛生センター 群馬大学大学附属病院・病理 東京大学医学部附属病院
出雲中央クリニック 群馬中央総合病院 長野赤十字病院
岩手医科大学附属病院 公立富岡総合病院 フェニックス・メディカル・クリニック　
角田病院 国際医療福祉大学病院 深谷赤十字病院
北関東循環器病院 古作クリニツク 前橋日赤病院
キャリアアップ実務研修生(がんセンター) 高瀬クリニック 横田マタニティ・ホスピタル
黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 中央群馬脳神経外科病院

■学校教育

慶應義塾大学医学部法医学教室

■企業

㈱BML ㈱エシック 小林製薬㈱
㈱アロカ ㈱日立メディコ

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　理学療法学専攻理学療法学専攻理学療法学専攻理学療法学専攻】】】】

■公務

前橋市

■医療業

前橋協立病院 公立七日市病院 前橋協立病院
医療法人社団日高会 公立藤岡総合病院 みどり病院
上武呼吸器内科病院 （財）老年病研究所附属病院 みゆき会病院
亀田メディカルセンター 聖隷福祉事業団 わかば病院 
桐生厚生総合病院 長野松代総合病院 慶友整形外科病院
群馬大学医学部附属病院 榛名荘病院 上尾中央医科グループ
公立七日市病院 東前橋整形外科

■その他法人等

一般社団法人群馬県理学療法士会

■企業

（株）ワールドステイ

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　作業療法学専攻作業療法学専攻作業療法学専攻作業療法学専攻】】】】

■公務

山形県

■医療業

荒木脳神経外科病院 国立病院機構仙台医療センター 鶴巻温泉病院
市立御前崎総合病院 （財）老年病研究所附属病院 日高病院
宇都宮社会保険病院 佐久総合病院 松村総合病院
大宮共立病院 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 美原記念病院
行田総合病院 社会福祉法人明清会 指扇病院
公立七日市病院 千曲中央病院 温泉研究所附属沢渡病院



　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

■国家公務

自衛隊

■地方公務

群馬県 東京都 静岡県
栃木県
群馬県警察官 警視庁 栃木県警
伊勢崎市 太田市 渋川市
富岡市 高崎市 藤岡市
前橋市 横浜市

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

■地方公務

佐野市 富士市 矢祭町
群馬県警

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　応用化学応用化学応用化学応用化学・・・・生物化学科生物化学科生物化学科生物化学科】】】】

■学術研究

江東微生物研究所

■学校教育

高崎東高等学校

■企業

JA北群渋川 三友電子工業㈱ 日本カーリット㈱
赤城食品㈱ ㈱三光マーケティングフーズ 日本化成㈱
曙ブレーキ工業㈱ 静岡ターミナルホテル㈱ 日本電産コパル㈱
旭化成㈱ ㈱親和銀行 日立化成テクノサービス㈱
アルケア㈱ 科研製薬㈱ 平岡織染㈱
㈱アプリケーションプランニング 御殿場高原ビール㈱ 福井県信用農業協同組合連合会
イチカワ㈱ 昭和電工㈱ ㈱フードケミファ
㈱イノメディックス 大日本印刷㈱ ㈱フレッセイ
㈱エイ・イー・エス 高田薬品㈱ ㈱ペリテック
岡田内科 東邦工業㈱ ポーライト㈱
㈱カインズ 東毛酪農協同組合 町田食品㈱
㈱サイサン ㈱ヨーユーラボ 三菱自動車工業㈱
坂本工業㈱ 東洋水産㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　機械機械機械機械システムシステムシステムシステム工学科工学科工学科工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

ＮＴＮ㈱ キャノンコンポーネンツ㈱ 東邦工業㈱
ＳＭＣ㈱ 協立機興㈱ 日本飛行機㈱
ＴＨＫ㈱ グンダイ㈱ 東日本旅客鉄道㈱
曙ブレーキ工業㈱ 群馬ダイカスト㈱ 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー㈱

いすゞ自動車㈱ シーメンス・ジャパン㈱ ㈱ミツバ
オーエスマシナリー㈱ 正田醤油㈱ ㈱山田製作所
小倉クラッチ㈱ 昭和電工㈱　小山事業所 ユニシアジェーケーシーステアリングシステム㈱

河西工業㈱ スズキ㈱ ㈱ヨロズ
北芝電機㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱バンテック ㈱ヤマト

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　環境環境環境環境プロセスプロセスプロセスプロセス工学科工学科工学科工学科】】】】

臼井国際産業㈱ サンデン㈱ 明星工業㈱
㈱オプトニクス精密 ㈱芝浦電子 山二ガス㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　社会環境社会環境社会環境社会環境デザインデザインデザインデザイン工学科工学科工学科工学科】】】】

東海旅客鉄道㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱両毛システムズ

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

■医療業

日本赤十字社

■企業

Ｃａｎｏｎ　Ｏｐｔｏ　Ｍａｌａｙｓｉａ 昭和電気鋳鋼㈱ 日立エーアイシー㈱
アルファシステムズ㈱ 杉原エスイーアイ㈱ 本庄ガス㈱
小倉クラッチ㈱ セントラルエンジニアリング㈱ マミヤオーピーネクオス㈱
クシダ工業㈱ 大洋電機㈱ 裕幸計装㈱
コトヒラ工業㈱ 東芝機械㈱ ユニアデックス㈱
サンノーバ㈱ 浜松ホトニクス㈱ ㈱テプコシステムズ
島根三洋電機㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

アイ・シー電子工業㈱



　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　情報工学科情報工学科情報工学科情報工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

■医療業

群馬県健康づくり財団

■企業

アルファシステムズ㈱ ㈱ＤＹＭ ㈱野村総合研究所
インフォサイエンス㈱ ㈱コメリ ㈱日立情報システムズ
クオリカ㈱ ㈱ジーシーシー ㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス

クシダ工業㈱ ㈱ティーエム・ツー ㈱日立製作所 公共システム事業部
信越化学工業㈱ ㈱テクノエイジ ㈱富士通ビーエスシー
楽天㈱ ㈱ナブ・アシスト

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

第一編物㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　生産生産生産生産システムシステムシステムシステム工学科工学科工学科工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱カーメイト 山恵鉄工㈱ 日信ソフトエンジニアリング㈱
河西工業㈱ ㈱ジーシーシー 富士通エフ・アイ・ピー㈱
㈱キューブシステム ソマール㈱ 三菱電機㈱
コンピュートロン㈱ ㈱高崎共同計算センター 明星電気㈱
澤藤電機㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

足利ガス㈱ ㈱東京測器研究所 日本電設工業㈱
坂本工業㈱ ㈱日東電機 ㈱フォーラムエンジニアリング
しげる工業㈱ ㈱日本テクシード 三菱重工精密鋳造㈱
㈱ジーシーシー 日本ケミコン㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　応用化学科応用化学科応用化学科応用化学科】】】】

㈱足立工業 エコロジスタ㈱ ティーエルロジコム㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　材料工学科材料工学科材料工学科材料工学科】】】】

興和ゴム工業㈱ 国際警備㈱ 日興リカ㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　生物化学工学科生物化学工学科生物化学工学科生物化学工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

三州製菓㈱ ㈱タナックス 日本電産ニッシン㈱
早川商事㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱マツボー

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　建設工学科建設工学科建設工学科建設工学科】】】】

㈱木の花ホーム 東海旅客鉄道㈱ トステム㈱
ピーエス三菱㈱ ㈱ファーストリテイリング


