
青字は、県内就職先

　　【教育学部】

■教育

〈教育委員会〉
群馬県教育委員会（学校事務） 前橋市教育委員会 安中市教育委員会

〈幼稚園〉

〈小学校〉

〈中学校〉

〈特別支援学校〉

〈高等学校〉

■国家公務

国土交通省

■地方公務

群馬県 太田市役所 伊勢崎市役所

富岡市役所 渋川市役所 明和町役場

沼田市役所 本庄市役所 宇都宮市役所

下妻市役所 長野市役所

■医療・福祉業

前橋赤十字病院

■その他法人等

NPO法人群大クラブ JA北群渋川 国立赤城青少年交流の家
NPO法人　こげら会

■企業

（株）トムスシステム 食の駅ぐんま マチダマーケティング（株）

（株）IKS （株）栗原弁天堂 大賀建設（株）

（株）コバヤシ （株）東京エコール IDCE SHOP 自由が丘店

（株）アルペン （株）プロジェククトゼロ イベント会社

学習塾

群馬県　　私立東京農業大学第二高等学校　　埼玉県　　栃木県　　私立足利工業大学付属高等学校
私立東海大学菅生高等学校　　玉野市

平成25年度学部卒業生の就職先

群馬大学附属小学校　　渋川市　　みどり市　　太田市　　前橋市　　伊勢崎市　　高崎市　　富岡市　　館林市　　藤岡市
桐生市　　東吾妻町　　板倉町　　さいたま市　　上尾市　　皆野町　　神川町　　埼玉県　　佐野市　　糸魚川市
多摩市　　平塚市　　私立森村学園　　常滑市　　奈良県

群馬大学附属中学校　　桐生市　　前橋市　　みどり市　　安中市　　高崎市　　藤岡市　　太田市　　渋川市　　富岡市
板倉町　　玉村町　　下仁田町　　長野原町　　私立新島学園　　松本市　　東松山市　　埼玉県

群馬大学附属特別支援学校　　群馬県　　前橋市　　私立若葉高等学園　　栃木県　　神奈川県　　長野県　　愛知県
筑波大学附属聴覚特別支援学校

高崎市　　色麻町　　私立ピノキオ幼稚園



　　【社会情報学部】

■地方公務

群馬県警察 前橋市役所 高崎市役所
渋川市役所 みどり市役所 桐生市役所
玉村町役場 上里町役場 東吾妻町役場
栃木県 栃木県警察

■医療・福祉業

公立藤岡総合病院 医療法人社団友志会

■その他法人等

JA佐波伊勢崎 JA北群馬渋川 榛名酪農業協同組合連合会
群馬県市町村職員共済組合 日本郵便㈱ (株)JAライフクリエイト福島

■企業

㈱とりせん ㈱ヨコオデイリーフーズ 群馬綜合ガードシステム(株)
コンピュートロン㈱ (株)クワドリ・フォリオ (株)ジーシーシー
(株)群鐵 干川会計事務所 (株)東和広告システム
太田物産(株) (株)ナブ・アシスト 豊長自動車販売(株)
㈱東和銀行 桐生信用金庫 (株)群馬銀行
(株)Suda　designroom (有)角田農園 (株)マルナカ
東日本旅客鉄道㈱高崎支社 東日本旅客鉄道㈱ パシフィックシステム㈱
新潟縣信用組合 (株)遊楽（ガーデングループ） ㈱コスモネット
㈱プリオコーポレーション ニプロ(株) ㈱東邦銀行
ユニアデックス㈱ 足利不動産(株) イオンリテール㈱
（独）情報処理推進機構 ㈱マインドシェア ㈱近畿日本ツーリスト九州
(株)テクノ・セブン 新明電材(株) (株)マテリアル
キヤノン・コンポーネンツ(株) 中央労働金庫 SBS(株)

(株)日本トータル・システム 浅沼経営センターグループ(株) (株)アイエイエフコンサルティング

(株)ゲームオン ピーシーフェーズ(株) 明治ロジテック(株)
(株)新潟日報事業社 （独）中小企業基盤整備機構 日本環境クリアー(株)
フォワード98(株) 上越信用金庫 静鉄プロパティマネジメント(株)

(株)テレビ朝日サービス (株)クスリのマルエ (株)パルセ
テンプスタッフ(株) インタアクト㈱ 文唱堂印刷(株)
関東信越税理士会 ㈱アリス

　　【医学部　医学科】

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 伊勢崎市民病院 桐生厚生総合病院
群馬中央総合病院 高崎総合医療センター 済生会前橋病院
前橋赤十字病院 藤岡総合病院 東京医科歯科大学附属病院
東京大学医学部附属病院 順天堂大学医学部附属病院 慶応義塾大学病院
多摩総合医療センター 東京医療センター 城南福祉医療協会大田病院
東京都立大塚病院 東京都立松沢病院 三井記念病院
埼玉社会保険病院 埼玉赤十字病院 東光会　戸田中央総合病院
済生会川口総合病院 自治医科大学附属病院 千葉大学医学部附属病院
旭中央病院 松戸市立病院 済生会習志野病院
成田赤十字病院 亀田総合病院 横浜市立大学附属病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜南共済病院 湘南藤沢徳洲会病院
筑波大学医学部附属病院 茨城西南医療センター病院 長野赤十字病院
JA長野厚生連　長野松代総合病院 新潟市民病院 名古屋大学医学部附属病院
仙台市立病院 仙台医療センター 京都大学医学部附属病院
洛和会音羽病院 大阪赤十字病院 淀川キリスト教病院
神戸大学医学部附属病院



　　【医学部　保健学科】

■地方公務

前橋市役所 高崎市役所 藤岡市役所
榛東村役場 上野村役場 文京区役所
下野市役所 新潟県 上田市役所

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬県立心臓血管センター 群馬県立小児医療センター
中央群馬脳神経外科病院 群馬中央総合病院 前橋赤十字病院
前橋協立病院 済生会前橋病院 高崎中央病院
伊勢崎市民病院 伊勢崎市民プラザ 太田記念病院
利根中央病院 老年病研究所附属病院 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
横田マタニティ－ホスピタル 角田病院 真木病院
群馬県健康づくり財団 内田病院 美原記念病院
上牧温泉病院 東前橋整形外科 本多病院
日高会 東京大学医学部附属病院 国立国際医療研究センター病院
国立成育医療研究センター 国立がん研究センター中央病院 国家公務員共済組合連合会虎の門病院

東京慈恵会医科大学付属病院 慶應義塾大学病院 帝京大学医学部附属病院
駿河台日本大学病院 日本医科大学附属病院 東京都健康長寿医療センター
山王リハビリクリニック 高島平中央総合病院 王子協立病院
南多摩病院 上尾中央総合病院 壮幸会行田総合病院
関東脳神経外科病院 本庄総合病院 大宮共立病院
戸田医科グループ 明星リハビリテーション病院 鶴見西井病院
済生会横浜市南部病院 足利赤十字病院 宇都宮リハビリテーション病院　
国際医療福祉大学病院 獨協医科大学病院 自治医科大学付属病院
行徳総合病院 茨城県厚生連西南医療センター 筑波メディカルセンター
東北大学付属病院 京野アートクリニック 新潟大学付属医歯学総合病院
新潟臨港病院 愛広会　 佐久総合病院
長野県立こども病院 長野市民病院 名古屋第一赤十字病院
総合青山病院　 可知病院　 南砺市民病院
すずかけヘルスケアホスピタル 今村病院分院　 松江市立病院
兵庫医科大学病院

■企業

（株）和漢薬研究所 (株)アルプ (株)メディカルレビュー社

（株）綜合臨床サイエンス (株)日本介護福祉グループ (株)ラウンドワン

　　【工学部】

〔昼間コース〕
■教育

私立春日部共栄高等学校 公立高等学校 足利工業大学

■国家公務

防衛省（自衛隊） マレーシア

■地方公務

群馬県 前橋市役所 高崎市役所
太田市役所 富岡市役所 桐生市役所
館林市役所 甘楽町役場 千代田町役場
昭和村役場 東京都 警視庁
栃木県 栃木県警察 宇都宮市役所
埼玉県 横浜市役所 流山市役所
岩手県 湯沢市役所 十和田市役所
郡山市役所 静岡県 豊橋市役所

〔夜間コース〕
■地方公務

境町役場（茨城県） 会津若松地方広域市町村圏整備組合



　　【工学部　応用化学・生物化学科】

■その他法人等

JA富士市 全国酪農業協同組合連合会

■企業

(株)ミツバ 富士エンジニアリング(株) コンピュートロン(株)
日本農薬工業(株) 環境技研（株） (株)若草印刷
協和発酵キリン（株）高崎工場 (株)シー・アイ・シー (株)山田製作所
（株）エクセルエンジニアリング (株)ナブアシスト 白十字（株）
関東メディカル(株) 群馬グランディハウス(株) 片倉工業(株)
(株)大協精工 (株) リファクトリィ 東洋コーティング(株)
(株)関越物産 関東化学（株） コダマコーポレーション(株)
東洋合成工業(株) KISCO(株) 森六テクノロジー（株）
(株)日企 東京コンピュータサービス(株) (株)トーモク
RP東プラ(株) ニチコン(株) (株)白寿生科学研究所
(株)村上開明堂 (株)サイサン (株)ブロードバンドタワー
山崎製パン（株） ラピスセミコンダクタ宮城(株) 平成理研(株)
前田道路(株) (株)リクルートスタッフィング (株)インフォテクノ朝日
厚木プラスチック(株) (株)つくば食品 竹内産業(株)
（株）保健科学東日本 サン工業(株) (株)栃木銀行
(株)ジャパンビバレッジグループ (株)　QES (株)希松

　　【工学部　機械システム工学科】

■企業

（株）アポロ技研 小倉クラッチ（株） (株)ナカヨ通信機
(株)岡本工作機械製作所 (株)Honda Cars （株）大塚製薬工場
パナソニック(株) トーヨーカネツ（株） デクセリアルズ（株）
日立工機(株) リズム時計工業(株) （株）ミクニ
KYB(株) 岩手開発鉄道(株)

　　【工学部　環境プロセス工学科】

■企業

(株)関東高圧容器製作所 (株)チャーム ㈱豊通ケミプラス

(株)ベルク 三菱化工機(株) (株)ダルトン

ユニプレス(株) カルソニックカンセイ㈱ ＣＫエンジニリング(株)

足利ガス(株) (株)アクトリー

　　【工学部　社会環境デザイン工学科】

■企業

タルヤ建設(株) 三陽技術コンサルタンツ(株) ㈱クスリのマルエ
河本工業(株) (株)アドバンストビジネスサービス 東日本旅客鉄道(株)
東急建設(株) 鉄建建設(株) TAKEUCHI(株)
(株)ネクスコ東日本エンジニアリング (株)栃木セキスイハイム (株)東京測器研究所

(株)岡部工務店 (株)ピーエス三菱 静岡セキスイハイム不動産(株)



　　【工学部　電気電子工学科】

■企業

㈱ナブアシスト ㈱上毛新聞社 明星電気㈱
㈱クライム ＮＳＫニードルベアリング㈱ 杉原エスイーアイ㈱
㈱フェアマインド ㈱日東電機製作所 ㈱キンセイ産業
㈱ミツバ 東武エンジニアリング㈱ ㈱ヤマト
日産自動車㈱ ㈱メイテック ㈱小糸製作所
クオリカ㈱ ㈱マルハン 日機装㈱
㈱ゲオホールディングス ㈱エジソン 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱

　　【工学部　情報工学科】

■企業

(株)ジーシーシー サンデンシステムエンジニアリング(株) (株)両毛システムズ
(株)沖情報システムズ (株)ベイシア (株)高崎共同計算センター
(株)ナカヨ通信機 (株)ナブアシスト 光栄電気通信工業(株)
東京コンピュータサービス(株) (株)フォーラムエイト 日信ソフトエンジニアリング(株)
ドコモモバイル(株) (株)NTTデータ (株)日立ハイシステム２１
和栄工業(株) (株)ＩＳＴソフトウェア (株)数理計画
(株)　ニラク

　　【工学部　生産システム工学科】

〔昼間コース〕

■企業

㈱ユー・コーポレーション ㈱山田製作所 三菱自動車工業㈱
㈱栃木ニコン テルモ㈱ 富士重工業㈱
沖電気工業㈱ ㈱キリウ 富士テクノサービス㈱
小松精練㈱ ㈱シーアールイー (株)山田工務店
ヨシモトポール㈱ 日栄インテック㈱ ㈱アルファ・ウェーブ

〔夜間主コース〕

■企業

㈱両毛システムズ 新潟原動機㈱ しげる工業㈱
白十字㈱ 白河オリンパス㈱ 株式会社ジェイテック
日本プラスト㈱ ㈱やまひろ ㈱ジーテクト


