
青字は、県内就職先

　　【教育学部】

■教育

〈幼稚園〉

〈小学校〉

〈中学校〉

〈特別支援学校〉

〈高等学校〉

■公務

高崎市役所 伊勢崎市役所 沼田市役所

みどり市役所 渋川市役所 千葉県庁

埼玉県警察 足利市役所 吉川市役所

寄居町役場

■企業・法人等

(株)東和銀行 しののめ信用金庫 群馬県農業信用基金協会

利根中央病院 群馬日産(株) ｺｰｼﾞ　ｱﾃﾘｴ　ﾄﾞｩ　ﾊﾞﾚｴ 前橋

河合塾マナビス（心水塾） コンピュートロン（株） 森産業（株）

(株)みまつ食品 (株)おび工房 鈴木葬儀社

(株)トウシン (株)ホシケン 群馬ロイヤルホテル

群馬大学 一般社団法人群馬県薬剤師協会 （社）群馬ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾁｰﾑ　VERYS

(株)NEWSエンターテイメント ロングランプランニング（株） (株)モンベル

(株)ゼンショーホールディングス とちぎ蔵の街美術館 (株)オリバー
社会福祉法人バンビーニとよさと保育園

平成27年度学部卒業生の就職先

群馬大学附属小学校　　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　　安中市
沼田市　　玉村町　　昭和町　　大泉町　　草津町　　足利市　　熊谷市　　さいたま市　　加須市　　深谷市　　上里町
水戸市　　潮来市　　行方市　　東海村　　坂城市　　上田市　　新上五島町　　私立星野学園

群馬大学附属中学校　　桐生市　　前橋市　　高崎市　　藤岡市　　太田市　　渋川市　　沼田市　　富岡市　　伊勢崎市
館林市　　玉村町　　神流町　　千代田町　　板倉町　　榛東村　　嬬恋村　　茨城町　　南部町（山梨）

群馬県　　埼玉県　　茨城県　　福井県

高崎市立倉賀野幼稚園　　伊勢崎市立赤堀幼稚園　　オイスカ幼稚園

群馬県　　埼玉県　　長崎県
私立共愛学園中学・高等学校　　私立新島学園中学・高等学校　　私立前橋育英高等学校　　私立名鉄学園杜若高等学校



　　【社会情報学部】

■公務

群馬県庁 前橋市役所 高崎市役所
太田市役所 館林市役所 沼田市役所
栃木県庁 千葉県警察 熊谷市役所
新座市役所 加須市役所 宇都宮市役所
北区役所 御代田町役場（長野） 国東市役所（大分）

■企業・法人等

(株)群馬銀行 (株)東和銀行 しののめ信用金庫

日本銀行 あかぎ信用金庫 JA共済連群馬

農林中央金庫 中央労働金庫 群馬県信用保証協会

大和証券(株) 群馬テレビ(株) (株)高崎共同計算センター

(株)コンピュートロン (株)ナブアシスト (株)ホリグチ

(有)富士薬局 (株)カインズ 群馬トヨタ自動車(株)

太田物産(株) 東洋リネンサプライ(株) ネクサス(株)

(株)あすからいふ倶楽部 (株)総合PR 群馬弁護士会
(株)ミタカ工房 藤田エンジニアリング(株) (株)岡本工作機械製作所
富士機械(株) (株)山岸製作所 カネコ種苗(株)
(有)竹内園芸 群馬グランディハウス(株) 社会福祉法人すてっぷ
ＪＡ新田みどり 甘楽富岡農業協同組合 佐波伊勢崎農業協同組合
前橋工科大学 群馬大学 日本郵便(株)
りそなグループ (株)東京海上日動調査サービス (株)足利銀行
新潟労働金庫 (株)東邦銀行 (株)荘内銀行
(株)大塚商会 (株)クエスト (株)ビジネスチャンス
BBソフトサービス(株) エヌ・ティ・ティ・システム開発(株) (株)ラクサス
(独)情報処理推進機構 キャプラン(株) セコム(株)
(株)セレモール 特定非営利活動法人市民シアター・エフ (株)ビジネスコンサルタント
イオンリテール(株) サントリーマーケティング&コマース(株) (株)日立ハイテクノロジーズ
生活協同組合コープみらい 佐藤(株) 富士通(株)
(株)ザイエンス フレックスジャパン(株) (株)マッシュ

(株)青木重起 保安商事(株) (株)ワールドリゾートオペレーション

全日本空輸(株) (株)MAXISエデュケーション (株)ティーケーピー

トーテックアメニティ(株) 高周波鋳造(株) (株)ARS

　　【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 館林厚生病院
太田記念病院 東京大学医学部附属病院 東京医科歯科大学医学部附属病院
京都大学医学部附属病院 千葉大学医学部附属病院 神戸大学医学部附属病院
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 自治医科大学附属病院
慶応義塾大学病院 順天堂大学医学部附属病院 長野松代総合病院
総合病院国保旭中央病院 ＮＴＴ東日本関東病院 亀田総合病院
大阪赤十字病院 国保松戸市立病院 仙台市立病院
仙台医療センター 埼玉メデイカルセンター(埼玉社会保険病院) さいたま赤十字病院
横浜南共済病院 湘南藤沢徳洲会病院 済生会川口総合病院
済生会習志野病院 城南福祉医療協会大田病院 東京都立松沢病院
東京都立大塚病院 長野赤十字病院 成田赤十字病院
淀川キリスト教病院 相模原病院 多摩総合医療センター
東京医療センター



　　【医学部　保健学科】

■公務

群馬県 前橋市 渋川市
利根沼田消防本部 栃木県 岩手県
山形県 さいたま市

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬中央総合病院 前橋協立病院
前橋赤十字病院 伊勢崎市民病院 イムス太田中央総合病院
桐生厚生総合病院 藤岡総合病院 富岡総合病院
県立精神医療センター 県立小児医療センター 県立心臓血管センター
善衆会病院 黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 日高病院
はんな・さわらび療育園 群馬整枝療護園 榛名荘病院
西群馬病院 済生会前橋病院 高崎総合医療センター
高崎中央病院 真木病院 太田記念病院
美原記念病院 厩橋病院 鶴谷病院
高崎・地域医療センター 高瀬クリニック 館林厚生病院
東前橋整形外科 みどり病院 わかば病院
博仁会第一病院 サンピエール病院 しらかわ診療所
筑波大学附属病院 東京大学医学部附属病院 東北大学病院
日本医科大学附属病院 国立国際医療センター 山梨大学医学部附属病院
埼玉医科大学総合医療センター 慶應義塾大学病院 自治医科大学附属病院
獨協医科大学病院 帝京大学医学部附属病院 順天堂大学医学部附属病院
関東労災病院 東海大学医学部附属病院 杏林大学医学部附属病院
佐久総合病院 昭和大学江東豊洲病院 秋田病理組織細胞診研究センター
本庄総合病院 国際親善総合病院 森の里病院
埼玉県厚生農業協同組合連合会 足利赤十字病院 埼玉石心会病院
がん研有明病院 医療生協さいたま 初台リハビリテーション病院
小諸厚生総合病院 原宿リハビリテーション病院 東京都立小児総合医療センター
聖路加国際病院 虎ノ門病院 ＰＬ東京健康管理センター
ＬＳＩメディエンス 板橋中央病院 医療システム研究所
高志リハビリテーション病院 東京北医療センター病院 リハビリテーション花の舎病院
済生会新潟第二病院 昭和メディカルサイエンス 慈泉会相沢病院
長野県立こども病院 宮城県対がん協会 新潟リハビリテーション病院
佐渡市両津病院



　　【工学部　応用化学・生物化学科】

■公務

埼玉県警察 小金井市役所 横浜市消防局

■企業・法人等

NSKニードルベアリング(株) (株)山田製作所 (株)柴田合成
旭化成(株) (株)ニプロ医工 (株)ジーシーシー
(株)両毛システムズ (株)山岸製作所 岡部工業(株)
三益半導体(株) 太陽誘電(株) (株)ヤマト
群馬セキスイハイム(株) (株)セキチュー 白十字(株)
システムセイコー(株) 小池化学(株) (株)サティス製薬
山二ガス(株) エア・ウォーターゾル(株) ビーブラウン・エースクラップ(株)
(株)サイサン (株)メイテックフィルダーズ 相模ゴム工業(株)
花王カスタマーマーケティング(株) (株)アルビオン (株)菱晃
東洋エアゾール工業(株) 前澤化成工業(株) 日本プロセス(株)
東日本旅客鉄道(株) (株)医療システム研究所 (株)サンシャインシティ
ＩＭＳグループ板橋中央総合病院 富士通エフ・アイ・ピー(株) 日本サーモスタット(株)
東亜ディーケーケー(株) (株)ミマキエンジニアリング (株)田子の月
京王製紙(株) イデシギョー(株) ＲＰ東プラ(株)
豊和繊維工業(株) 田辺三菱製薬(株) 九州大学先導物質科学研究所

　　【工学部　機械システム工学科】

■公務

邑楽町役場

■企業・法人等

(株)アタゴ製作所 (株)柳田鐵工所 NSKニードルベアリング(株)
坂本工業(株) しげる工業(株) 日本精密測器(株)
太陽誘電(株) (株)共和電業 (株)ケーヒン
(株)JALエンジニアリング (株)テクノプロ・デザイン社 (株)メイテック
東日本旅客鉄道(株) 東亜工業(株) 新光電子(株)
森永乳業(株) 新菱冷熱工業(株) ポーラ化成工業(株)
(株)日産テクノ アイシン精機(株) 会津オリンパス(株)

　　【工学部　環境プロセス工学科】

■公務

藤岡市役所

■企業・法人等

(株)ヤマト クシダ工業(株) ホリー(株)

旭化成(株) 厚木プラスチック(株) 東洋硝子(株)

サンデンホールディングス(株) 山下ゴム(株) シチズン時計マニュファクチャリング(株)

(株)アクセア (株)アウトソーシングテクノロジー (一財）日本規格協会

(株)和光 (株)メモリード 関東化学(株)

前澤化成工業(株) 日本造船(株) (株)雪印種苗

　　【工学部　社会環境デザイン工学科】

■公務

群馬県庁 前橋市役所 伊勢崎市役所
東京都庁 栃木県庁 静岡県庁
秋田県庁 宇都宮市役所 足利市役所
本庄市役所 南木曽町役場

■企業・法人等

(株)ヤマト 東洋建設(株) 東亜建設工業(株)
五洋建設(株) 東鉄工業(株) (株)ピーエス三菱
大林道路(株) 大和ハウス(株) 中日本建設コンサルタント(株)
東日本高速道路(株) (株)建設技術研究所 (株)東日本総合計画



　　【工学部　電気電子工学科】

■企業・法人等

澤藤電機(株) (株)明電舎 (株)小島鐵工所
ポニー電機(株) (株)石井商事 日本電産エレシス(株)
(株)第一テクノ 富士通フロンテック(株) (株)東光高岳
東京電力(株) (株)栄光 (株)日立産機システム
シャープ(株) JUKI(株) 大宮製紙(株)
日本モーターボート競走会 北海道電力(株)

　　【工学部　情報工学科】

■教育

藤岡工業高校

■公務

海上自衛隊

■企業・法人等

JA群馬電算センター (株)両毛システムズ コンピュートロン(株)
システムアルファ(株) リード(株) アドテックス(株)
(株)東和銀行 三菱インフォメーションシステムズ(株) (株)キャンドゥコンセプト
(株)システナ JRAシステムサービス(株) Sansan(株)
いであ(株) マーベリック(株) ＳＢＳ情報システム(株)
(株)日本テクシード (株)アール

　　【工学部　生産システム工学科】

〔昼間コース〕

■企業・法人等

洋泉興業(株) シグマトロン(株) ミナミグリーンテニスクラブ(有)
(株)キーテクノロジー ニプロ医工(株) (株)イチタン
三井精機工業(株) 凸版印刷(株) (株)アウトソーシングテクノロジー
(株)アルファ・ウェーブ (株)テクノプロ・ＩＴ社 (株)振興テクノミスト
王子製鉄(株) 沖電気工業(株) セイコークロック(株)
ＳＭＣ(株) 上田日本無線(株) ＤＰＴ(株)

〔夜間主コース〕

■公務

伊勢崎市役所

■企業・法人等

富士重工業(株) 藤田エンジニアリング(株) 矢島エンジニアリング(株)
サンデンホールディングス（株） (有)ハルカ設計 (株)サンキテック
(株)日本産業制御ソリューションズ (株)東日本技術研究所 キャノンモールド(株)
凸版印刷(株) (株)沖データ (株)菱友システムズ
(株)富士通アドバンストエンジニアリング 新潟原動機(株) (株)ヒューマンウェイブ
(有)山栄電子 ＴＰＲ(株) ファナック(株)
カルソニックカンセイ(株)


