
（順不同）　　青字は、県内就職先

　　【教育学部】

■教育

〈幼稚園・認定こども園〉

〈小学校〉

〈中学校・中等教育学校〉

〈特別支援学校〉

〈高等学校〉

■公務

国土交通省航空局

群馬県学校事務 群馬県警察 前橋市役所

館林市役所 太田市役所 伊勢崎市役所

みどり市役所 玉村町役場 甘楽町役場

埼玉県小中学校事務 坂戸市役所 豊田市役所

常総市役所

■企業・法人等

群馬県市町村職員共済組合 (公財)群馬県教育文化事業団 群馬県職業能力開発協会

群馬県農業共済組合 心水塾 (株)あさひ

ガトーフェスタハラダ (株)トウシン (福)鼻高保育園

こいけ整形外科クリニック Ｇａｂａマンツーマン英会話 (株)KRC

(株)上毛新聞社 日本赤十字社(前橋) 育英短期大学

タルヤ建設(株) (株)エスティーカンパニー (株)トライグループ

(株)アイヴィジット (福)愛の泉 (株)シラカワ

(株)アクセス 富士通ＦＩＰ(株) メイドキッチン

Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ(株) Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社 全国大学生活協同組合連合

東日本旅客鉄道(株) 日本年金機構 全日本空輸(株)

小池化学(株)　

平成28年度学部卒業生の就職先

前橋市　　伊勢崎市　　高崎市　　　館林市　　藤岡市　　桐生市　　安中市　　太田市　　沼田市　　渋川市　　みどり市
吉岡町　　大泉町　　邑楽町　　嬬恋村　　群馬大学教育学部附属小学校　　さいたま市　　朝霞市　　深谷市　　足利市
那須塩原市　　塩谷町　　川越市　　横須賀市　　八潮市　　葛飾区　　西尾市　　白石市　　銚子市

桐生市　　前橋市　　高崎市　　太田市　　渋川市　　伊勢崎市　　安中市　　玉村町　　下仁田町　　群馬大学教育学部附属
中学校　　蕨市　　宇都宮市

群馬県　　埼玉県

高崎市立吉井西幼稚園　　　すぎの子幼稚園　　　　清心幼稚園（認定こども園）　　　　真砂幼稚園

群馬県　　桐生市　　太田市　　利根沼田学校組合立利根商業高等学校　　高崎商科大学附属高等学校
前橋育英高等学校　　埼玉県　　長野県　　富山県　　足利工業大学附属高等学校　　鎌倉女学院・中学・高等学校



　　【社会情報学部】

■公務

群馬県庁 前橋市役所 伊勢崎市役所

渋川市役所 富岡市役所 安中市役所

昭和村役場 郡上市役所 山武市役所

山形県警察

■企業・法人等

㈱群馬銀行 ㈱東和銀行 しののめ信用金庫

桐生信用金庫 サンデンシステムエンジニアリング㈱ コンピュートロン㈱

コーエィ㈱ ㈱アイ・リンク ㈱クラフト

群馬県農業協同組合中央会 前橋市農業協同組合 カネコ種苗㈱

ファームドゥ㈱ ㈱フレッセイ SRDホールディングス㈱(坂本工業株)

朝日印刷工業㈱ ㈱田村屋 東和広告システム㈱

㈱リクルート北関東マーケティング ㈱ぐんま安全教育センター (福)群馬県社会福祉協議会

㈱正和 日本瓦斯㈱ 積水ハウス㈱

㈱ゆうちょ銀行 三菱UFJ信託銀行(株) 住信SBIネット銀行(株)
東京東海フィナンシャルホールディングス㈱ 全国共済農業組合連合会栃木県本部 全国労働者共済生協共同組合連合会

T＆D情報システム㈱ 北港情報サービス㈱ コムチュア㈱

永山コンピュータサービス㈱ ㈱JR東日本情報システム ㈱アイティーフォー

㈱あとらす二十一 ㈱オフィスて・ら ㈱システムシェアード

㈱ジュピターテレコム ㈱創輝 ㈱ソフト

㈱デジマース ㈱パラゴン ㈱光通信

㈱フルアウト ㈱ユーザーローカル ㈱レンターズ

JA新潟中央会 関東サービス㈱ 公益財団法人JKA

松竹芸能㈱ 大学生活協同組合グループ(関東甲信越) ㈱エントリー
めもりあるグループホールディングス㈱ 浜友観光㈱ ㈱ジェイティービー（JTB）

ガリバーインターナショナル㈱ ジュピターショップチャンネル(株) リネットジャパングループ㈱

リンベル㈱ ㈱ビックモーター 住理工商事㈱

㈱京都西川 共立印刷㈱ サンワ㈱

トーヨーカネツソリューションズ㈱ 日本水産㈱ 日本臓器製薬㈱

ハイビック㈱ ブルドックソース㈱ ㈱ウィルグループ
㈱浅沼経営センターホールディングス ㈱フロンティアインターナショナル ㈱アカデミー

イオンモール㈱ 大東建物管理㈱ ㈱世界貿易センタービルディング

佐川急便㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 三菱倉庫㈱

JA秋田厚生連 (株)山形銀行



　　【医学部　医学科】

※病院名は通称で表記

■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 富岡総合病院

太田記念病院 渋川医療センター 利根中央病院

日高病院 東北大学附属病院 東京大学医学部附属病院

筑波大学附属病院 横浜市立大学附属病院 島根大学医学部附属病院

名古屋大学医学部附属病院 獨協医科大学病院 国際医療研究センター国府台病院
自治医科大学附属さいたま医療センター 青梅市立総合病院 獨協医科大学越谷病院
日本大学医学部附属板橋病院 横浜市立みなと赤十字病院 神戸市立医療センター中央市民病院

横須賀市立うわまち病院 さいたま赤十字病院 横浜市立市民病院

さいたま市立病院 ＮＴＴ東日本関東病院 山梨県立中央病院

総合病院国保旭中央病院 湘南藤沢徳洲会病院 上尾中央総合病院
伊勢原協同病院 関越病院 荻窪病院
帯広厚生病院 公立昭和病院 関東中央病院
関東労災病院 広島西医療センター 国際医療研究センター病院
埼玉病院 災害医療センター 大手前病院
小諸厚生総合病院 相模原病院 三楽病院

湘南鎌倉総合病院 厚生中央病院 荏原病院

聖隷佐倉市民病院 豊島病院 東京済生会中央病院

東京都健康長寿医療センター 平塚共済病院 虎の門病院

都立広尾病院 船橋二和病院 武蔵野赤十字病院

横須賀共済病院 東京新宿メディカルセンター 大阪病院

　　【医学部　保健学科】

※病院名は通称で表記

■公務

前橋市 桐生市 太田市

栃木市

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬中央病院 前橋協立病院

前橋赤十字病院 伊勢崎市民病院 太田中央総合病院

桐生厚生総合病院 藤岡総合病院 高崎総合医療センター
県立心臓血管センター 県立小児医療センター 日高病院

美原記念病院 沼田脳神経外科循環器科病院 老年病研究所附属病院

利根中央病院 社団法人平成苑 内田病院

伊勢崎福島病院 関越中央病院 堀江病院

前橋市地域包括支援センター 自治医科大学附属病院 自治医科大学附属さいたま医療センター

慶應義塾大学病院 東海大学医学部附属病院 日本大学病院

順天堂大学医学部附属病院 獨協医科大学病院 久喜すずのき病院

埼玉医科大学病院 佐久総合病院 虎の門病院

聖路加国際病院 竹重病院 春日部中央総合病院

国立病院機構関東信越グループ 大宮シティクリニック 埼玉県立循環器・呼吸器病院

戸田中央総合病院 済生会習志野病院 筑波メディカルセンター病院

埼玉県立小児医療センター 水戸中央病院 山梨県立中央病院

長野市民病院 埼玉協同病院 成仁病院

神戸市民病院 健和会病院 総合病院国保旭中央病院

牛久愛和総合病院 鳥取県立中央病院 中嶋病院

都立墨東病院 新座志木中央総合病院 西千葉整形外科

新潟市民病院 水戸済生会病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

三郷中央総合病院 八王子医師会立訪問看護ステーション 横浜新都市脳神経外科病院

深谷赤十字病院 前橋市地域包括支援センター

■企業・法人等

NPO法人リンケージ (株)EP綜合 (株)日本セルネット



　　【理工学部　化学・生物化学科】【工学部　応用化学・生物化学科】

■教育

桐生第一高等学校

■公務

館林市役所 東京消防庁 埼玉県庁

行田市役所 川口市役所

■企業・法人等

スリースター製菓(株) カネコ種苗(株) (株)KGT

(株)キンセイ産業 (株)原田 (株)村山製作所

クシダ工業(株) サンデンシステムエンジニアリンング(株) （株）東和銀行

マック食品(株) (有)竹内園芸群馬農場 (株)ミツバ

(株)山岸製作所 柴田合成(株)
赤城乳業(株) キャノンコンポーネンツ(株) ブリジストンフローテック(株)

(株)富士薬品 (株)サイサン 山本食品工業(株)

フェイスラボ(株) 興亜工業(株) 町田食品(株)

(株)大川原製作所 (株)アイル (株)トライグループ

(株)バレックス 第一屋製パン(株) 前澤化成工業(株)

テクノプロ・デザイン社 ニチアス(株) ワットコンサルタンティング(株)

マタイ紙工(株) リケンテクノス(株) (株)コンヴァノ

(株)アイコン・ジャパン (株)ウインローダー 東洋エアゾール工業(株)

出光ライオンコンポジット(株) 第一生命保険(株) 滝沢ハム(株)

三福工業(株) 日立ジョンソンコントロールズ空調(株) (株)テクノクラーツ

小野薬品工業（株） ミネベア(株) （株）横浜銀行

キャノン化成（株） 富士食品工業（株） アズワン（株）

(福)愛知慈恵会 メロディアン（株）

　　【理工学部　機械知能システム理工学科】【工学部　機械システム工学科】

■企業・法人等

(株)ウエノテクニカ (株)小林機械 坂本工業(株)

理研鍛造（株） 両毛システムズ(株) 沖電気工業(株)

(株)クライム (株)ミツバ (株)ヤマト
サンデンシステムエンジニアリング(株) (株)古川製作所 (株)山田製作所
太陽誘電(株) (株)翔栄 三益半導体工業(株)

キャノンコンポーネンツ(株) (株)沖データ アルプス電気(株)（マレーシア）

日特エンジニアリング(株) シナノケンシ(株) カルソニックカンセイ(株)

日本電産パルコ(株) 日本精機(株) 立山オートマシン(株)(マレーシア)

伸和コントロールズ(株) 三菱電機(株) 日本精工(株)

東芝三菱電機産業システム(株) 新潟原動機(株) リオン(株)

　　【理工学部　環境創生理工学科】【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 渋川市役所

東京都庁 岩手県庁 埼玉県庁

静岡県庁 足利市役所

■企業・法人等

(財)群馬県建設技術センター 佐田建設(株) (株)冨永調査事務所

パナソニックリビング（株） （株）ミツバ しののめ信用金庫

小倉クラッチ（株） ANAビジネスソリューション(株) (株)NEXCOシステムズ

第一テクノ(株) 太平洋マテリアルズ(株) パナソニック（株）エコソリューションズ社

東日本旅客鉄道（株） 富士電機（株） （株）ユニマットプレシャス

ホリー（株） （株）ワークスアプリケーションズ （株）パルグループ

キャノン・コンポーネンツ（株） （株）オージス総研

　　【理工学部　電子情報理工学科】【工学部　電気電子工学科、情報工学科】

■公務

川場村役場 長野市役所

■企業・法人等

(株)ナブアシスト (株)OKIソフトウェア (株)ミツバ

(株)ジーシーシー 高崎共同計算センター (株)SUBARU（富士重工業(株)）

東京パーツ工業（株） 沖電気工業㈱ ㈱日立オートモティブシステムズ

明星電気㈱ （株）沖データ 杉原エスイーアイ㈱

(株)松村電機製作所 MHI情報システムズ(株) 日信ソストウェアエンジニアリング(株)

日本情報産業(株) （株）三菱電機インフォメーションシステムズ エム・オー・シー(株)

みちのく銀行 (株)ＮＤＤ 東京ガスiネット(株)

(株)ガラパゴス 三菱電機(株) ホリー(株)

白銅(株) (株)ＩＩＪグローバルソリューションズ ＡＧＳ(株)
大正製薬（株） ユニパルス㈱ 三菱電機ホーム機器㈱
東日本電気エンジニアリング㈱ 日本工営㈱ ㈱ヨシカワ
ゼネラルエンジニアリング㈱ ㈱本田技術研究所 ㈱ナビタイムジャパン
㈱NTTデータ ㈱エー・アンド・ディ ㈱きんでん
'㈱デザインネットワーク 野村不動産パートナーズ㈱ 京セラコミュニケーションシステム㈱
㈱メイテック 曙ブレーキ工業㈱ ㈱アイ・ティー・フォー

プログレス・テクノロジーズ㈱ みずほ情報総研㈱

　　【理工学部　総合理工学科】【工学部　生産システム工学科】

■企業・法人等

(株)ミツバ サンデンホールディングス（株） 正田醤油(株)

(株)沖データ Sky(株) アイシン精機（株）

(株)ミック・ケミストリー 横河商事(株) (株)エー・イー・エス


