
太字は、県内就職先
【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〉

〈私立高等学校〉
群馬県

■公務

群馬県庁
群馬県（学校事務） 埼玉県（学校事務） 長野県（学校事務）
群馬県警察
伊勢崎市役所 高崎市役所 藤岡市役所
上田市役所 韮崎市役所 前橋市役所

■企業

アイ・オー・データ機器㈱ ㈱ジェイアイエヌ 東京ＹＭＣＡ
桐生信用金庫 ＪＡ共済連群馬県本部 どうかん
㈱群馬銀行 秀文社 ㈱ベイクルーズ
群馬県民共済生活協同組合 上武印刷㈱ ㈱ベイシア
群馬セキスイハイム ㈱スズキ自販群馬 ㈱ムラサキスポーツ
群馬綜合ガードシステム ㈱セーブオン 郵便局㈱
㈱コンピュートロン ㈱ダイサン ライムメンバーズ
㈲ジーベック音楽出版

【社会情報学部】

■公務

長野県
渋川市 深谷市 みどり市
高崎市 前橋市

■企業

アイオー信用金庫 ㈱公益社 ㈱栃木銀行
㈱アイケイコーポレーション 国際空港事業㈱ 長野県労働金庫
㈱アイ・ティ・フロンティア ㈱さくら会計 西濃シェンカー㈱
赤城橘農業協同組合 ㈱サンドラッグ 日本情報産業㈱
㈱秋田銀行 ㈱三洋堂書店 日本赤十字社群馬県支部
旭川信用金庫 ㈱ジーシーシー ネッツトヨタ群馬㈱
㈱足利銀行 シェイクスピアホテル 野村證券㈱
㈱アドバンスクリエイト 上越印刷工業㈱ ㈱パルメ
アビームコンサルティング㈱ 上武印刷㈱ 東日本旅客鉄道㈱高崎支社
アルファクラブ武蔵野㈱ 鈴与商事㈱ ファースト・ファシリティーズ㈱
㈱アルファソフトウェア スターバックスコーヒージャパン㈱ ㈱フィナンシャル・エージェンシー
㈱一条工務店群馬 生活協同組合さいたまコープ 富士火災海上保険㈱
㈱イルージョン ソラン㈱ ㈱富士通システムソリューションズ
ウェブテクノロジー㈱ ㈱損害保険ジャパン ㈱プラップジャパン
㈱うめや 高木産業㈱ ㈱フリーセル
㈱エコロインターナショナル ㈱高崎共同計算センター ㈱平成建設
オリックス信託銀行㈱ 高崎信用金庫 ㈱ミカサ
柏崎商工会議所 鷹巣会館㈲ 三菱スペース・ソフトウェア㈱
㈱カネコ・コーポレーション 中央労働金庫 明治安田生命保険相互会社
カネコ種苗㈱ 中央三井信託銀行 ㈱メガネのハラダ
桐生信用金庫 東京産業㈱ ㈱ゆうちょ銀行
㈱クスリのマルエ 東京製鋼㈱ 郵便局㈱
㈱群馬銀行 東武ステーションサービス㈱ 郵便事業㈱
群馬テレビ㈱ ㈱東和銀行 ルアン㈱
㈱群馬トヨペット

伊勢崎市 太田市 桐生市 高崎市 玉村町 富岡市 前橋市
邑楽町 甘楽町 熊谷市 館林市 嬬恋村 藤岡市

伊勢崎市 小山市 桐生市 渋川市 嬬恋村 沼田市 みどり市 吉岡町
太田市 笠間市 熊谷市 館林市 那須市 前橋市 明和町

茨城県 群馬県 静岡県 栃木県

平成20年度学部卒業生の主な就職先



【医学部 医学科】

■医療業

足利赤十字病院 国立病院機構仙台医療センター 東京大学医学部附属病院
伊勢崎市民病院 国立病院機構高崎病院 東京都立豊島病院
一宮市立市民病院 平塚共済病院 東京都立松沢病院
市立吹田市民病院 さいたま赤十字病院 利根中央病院
香川大学医学部附属病院 佐久総合病院 虎の門病院
亀田総合病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 深谷赤十字病院
岐阜大学医学部附属病院 諏訪赤十字病院 前橋協立病院
群馬大学医学部附属病院 聖隷三方原病院 前橋赤十字病院
群馬中央総合病院 聖隷浜松病院 横浜市立みなと赤十字病院
慶應義塾大学病院 筑波大学附属病院 横浜市立大学附属病院
公立富岡総合病院 筑波メディカルセンター 横浜南共済病院
公立藤岡総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 淀川キリスト教病院
国際医療福祉大学三田病院 東京厚生年金病院 老年病研究所附属病院
国保旭中央病院 東京女子医科大学病院

【医学部 保健学科 看護学専攻】

■公務

東京都
足利区 下仁田町 本庄市
足利市 神流町 前橋市
板倉町 高崎市 南魚沼市
御宿町 藤岡市

■医療業

伊勢崎市民病院 昭和大学病院 東京医科大学附属病院
行田総合病院 聖マリアンナ医科大学病院 東京慈恵医科大学附属病院（本院）
京都大学医学部附属病院 千葉大学医学部附属病院 東京大学医学部附属病院
群馬県立がんセンター 佐久総合病院 特定・特別医療法人慈泉会相澤病院
群馬大学医学部附属病院 埼玉医科大学病院 戸田中央総合病院
公立富岡総合病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 都立大塚病院
公立七日市病院 聖母病院 日本赤十字社医療センター
国立がんセンター 聖隷健康診断センター 日本大学医学部附属板橋病院
済生会宇都宮病院 聖路加国際病院 日本大学医学部附属病院練馬光が丘病院

JR東京総合病院 千葉西総合病院 前橋赤十字病院
自治医科大学付属さいたま医療センター 筑波メディカルセンター病院 横浜市立大学附属病院
自治医科大学附属病院 筑波記念病院 横浜市立大学市民総合医療センター
社会保険群馬中央総合病院

【医学部 保健学科 検査技術科学専攻】

■公務

埼玉県警察（科学捜査研究所） 長野県庁 前橋市役所

■医療業

上尾中央総合病院 群馬県立がんセンター セキールレディスクリニック
宇都宮記念病院総合健診センター 群馬県立小児医療センター 総合太田病院
川口市立医療センター 国立病院機構関東甲信越地区 津田沼中央総合病院
北関東循環器病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 鶴谷病院
木場公園クリニック 秀和総合病院 東京大学医学部附属病院

■企業

㈱アルプ ㈱日立ハイテクフィールディング 三菱化学メディエンス
㈱スズケン ㈱ピーシーエルジャパン ㈱メデカジャパン・ラボラトリー
日水製薬株式会社

【医学部 保健学科 理学療法学専攻】

■医療業

あさくら診療所 札樽・すがた医院 日高会グループ
アルペンリハビリテーション病院 狭山病院 北斗病院
石和温泉病院 渋川中央病院 ほたか会
大道中央病院 玉澤リハビリ整形外科 堀江病院
介護老人保健施設プランタンおおまま 榛名荘病院 前橋協立病院
北里メディカルセンター 東前橋整形外科 老年病研究所付属病院
公立藤岡総合病院



【医学部 保健学科 作業療法学専攻】

■医療業

足利赤十字病院 希望の家療育病院 サンピエール病院
医療法人愛広会 くすの木病院 上毛病院
宇都宮社会保険病院 群馬県立精神医療センター 東京湾岸リハビリテーション病院
温泉研究所附属沢渡病院 群馬大学医学部附属病院 榛名荘病院
介護老人保健施設FOMA・なごみ 群馬病院 東芝林間病院
鹿教湯三才山リハビリテーションセンター 佐久市立国保浅間総合病院 老年病研究所附属病院

【工学部】

〔昼間コース〕

■国家公務

自衛官 東京税関

■地方公務

群馬県庁 栃木県庁
群馬県庁（機械Ⅰ類） 福島県庁
群馬県警 栃木県警 三重県警
警視庁 福島県警
東京消防庁Ⅰ類 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合消防本部 前橋市消防職員
伊勢崎市役所 藤沢市役所
下野市役所 前橋市役所

〔夜間主コース〕

■国家公務

自衛官

■地方公務

久慈市役所

【工学部 応用化学科】

〔昼間コース〕

㈱浅野 大成ラミック㈱ ㈱フジキン
岐阜プラスチック工業㈱ ㈱東京測器研究所 武州製薬㈱
共和レザー㈱ 東邦工業㈱ 西日本旅客鉄道㈱
㈱サンデン 富山薬品工業㈱ 日本環境㈱
三甲㈱ ㈱トンボ鉛筆 日本パーオキサイド㈱
㈱ソフィア 日本シイエムケイ㈱ ㈱ミツワ化学
ソニーエナジー・デバイス㈱ ㈱フォーラムエンジニアリング

〔夜間主コース〕

㈱ダイナム ㈱光通信 リコーソフトウェア㈱
㈲Ｔ＆Ｔナーサリー ㈱メモリード リスパック㈱

【工学部 材料工学科】

アキレス㈱ 塩野義製薬㈱ 日立化成テクノサービス㈱
エリエールペーパーテック㈱ ㈱ショーワ 富士機械㈱
岡畑産業㈱ ㈱センチュリーホーム 不二ラテックス㈱
沖電線㈱ 太陽日酸エンジニアリング㈱ ㈱ブレインアソシエイツ
キャノン・コンポーネンツ㈱ テルモ㈱ ㈱ミツバ
キャノン電子㈱ 東京特殊電線㈱ ㈱ワールドインテック
サンノーバ㈱ 東レ㈱（マレーシア） 和光化学㈱
三洋電機㈱ 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱

【工学部 生物化学工学科】

〔昼間コース〕

㈱アルファシステム ㈱田村屋 フジノン水戸㈱
井上特殊鋼㈱ ㈱栃木銀行 ㈱ホクガン
㈱エム・オー・シー ㈱トップ マック食品㈱
㈱クレハ ㈱豊田自動織機 三益半導体工業㈱
三進工業㈱ 日東電工㈱ 明治製菓㈱
㈱静岡銀行 日本ATM株式会社 ㈱山田養蜂場
㈱心水出版（心水塾） 白十字株式会社 ＹＫＫ㈱
田辺三菱製薬工場㈱



〔夜間主コース〕

㈱アクトインフォメーションサービス ㈱スタジオアリス ㈱豊匠
㈱オートバックスセブン 全日本食品㈱ ㈱フレッセイ
㈱オービックビジネスコンサルタント ニプロ医工㈱ マック食品㈱
㈱コスモス薬品 日本インシュレーション㈱

【工学部 機械システム工学科】

〔昼間コース〕

㈱エイチワン ジャトコ㈱ ㈱日立製作所
岡畑産業㈱ ㈱上武 ㈱日立製作所オートモティブシステムグループ

㈱沖データ スズキ㈱ 富士重工業㈱
キヤノン化成㈱ 住友ケミカルエンジニアリング㈱ Perodua（マレーシア）
キヤノンファインテック㈱ 靜甲㈱ proton（マレーシア）
キョーラク㈱ 東急車輌製造㈱ 本田技研工業㈱
コニカミノルタホールディングス㈱ TOYO MEMORY TECHNOLOGY （マレーシア） マツダ㈱
㈱小森コーポレーション トヨタテクニカルディベロップメント㈱ 三井鉱山㈱
坂本工業㈱ 日本電産サーボ㈱ 三菱電機ホーム機器㈱
サンデン㈱ 沼田ガス㈱ ㈱メイテック
三洋電機㈱ パイオニア㈱（マレーシア） ㈱山田製作所

〔夜間主コース〕

関東自動車工業㈱ 三恵技研工業㈱ 東京計装㈱
小倉クラッチ㈱ 昭和電工㈱ ㈱ミツバ
齋藤機工㈱ 東京エレクトロンAT㈱ ㈱ユーシン

【工学部 建設工学科】

㈱大気社 清水建設㈱ 日本通運㈱
鹿島建設㈱ 東海旅客鉄道㈱ 東日本旅客鉄道㈱
菊池建設㈱ 東武エンジニアリング㈱ ㈱渡商会
三陽測量㈱ 栃木セキスイハイム㈱

【工学部 電気電子工学科】

〔昼間コース〕

㈱アキタ電子システムズ 全日本空輸㈱ 日本電産サーボ㈱
㈱アドテックス ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱ 日本無線㈱
アルバック成膜㈱ ㈱東京測器研究所 ㈱日立製作所オートモティブシステムグループ

㈱アルファシステム 東芝エレクトロニクス・マレーシア社 富士通エフ・アイ・ピー㈱
㈱アルプス技研 ㈱栃木富士通テン ㈱ミツバ
伊藤忠商事㈱ トランスコスモス㈱ ㈱明電舎
㈱エー・アンド・デイ ㈱日東電機製作所 ㈱山田製作所
キヤノン電子㈱ 日本原子力発電㈱ ローム㈱
シーケーエンジニアリング㈱

〔夜間主コース〕

㈱えむ・わい・けい 坂本工業㈱ ㈱ミツバ
㈱関東マツダ 新東工業㈱ ㈱メイテック
群馬大学 ㈱東京測器研究所 ㈱メッセージ

【工学部 情報工学学科】

〔昼間コース〕

EMCジャパン㈱ ㈱ケーズホールディングス 日本運輸㈱
㈱石川コンピュータセンター コンピュートロン㈱ ビクターテクノブレーン㈱
㈱エヌアイデイ サンデン㈱ ㈱日立システムバリュー
NEC通信システム㈱ ㈱CSKホールディングス ビップシステムズ㈱
㈱NTTデータクイック ㈱ジーシーシー 三井情報㈱
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ システム・アルファ㈱ ㈱メイテックフィルダーズ
沖電線㈱ 東京エレクトロンFE㈱ ㈱メビウス
キヤノンファインテック㈱ 東京エレクトロンソフトウェア・テクノロジーズ㈱ ㈱両毛システムズ
協栄産業㈱ 東京電送システム㈱ ㈱ルネサス販売
㈱グローバルソフトウェア

〔夜間主コース〕

㈱アクティブ・ワーク 斉藤登記測量事務所 ㈱ピーエスシー
アルファソフトウェア㈱ 三洋LSIデザイン・システムソフト㈱ ㈱富士通長野システムエンジニアリング
AGS㈱ システム・エナジー㈱ ㈱ベイシア
㈱エス・ディー・シー 戸田テクノロジーサービス㈱ 北陸コンピュータサービス㈱
コンピュートロン㈱


