
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

群馬県 前橋市 高崎市

桐生市 伊勢崎市 太田市

渋川市 藤岡市 中之条町

熊谷市 宇都宮市 佐野市

小川町

■企業・法人等

群馬県健康づくり財団 群馬大学 NIPPON語学院（日本語学校）

㈱うすい　（塾講師） ㈱ソフト技研　 ㈱トライグループ

㈱心水出版　（塾講師） 早稲田学習研究会　 日本旅行シンガポール（旅行会社）

㈱小山本家酒造　総合職 Ｊ&Ｃ　サプライ㈱ 鈴木ゼミナール

㈱バル 芙蓉総合リース㈱ 須河車体㈱（事務）

㈱竹村製作所 ㈱渋沢

平成29年度学部卒業生の就職先

前橋市　高崎市　桐生市　伊勢崎市　太田市　館林市　沼田市　渋川市　藤岡市　富岡市　みどり市　吉岡町　大泉町
邑楽町　明和町　板倉町　下仁田町　玉村町　群馬大学教育学部附属小学校　川口市　川越市　所沢市　熊谷市
深谷市　行田市　男鹿市　川越市　厚木市　旭市　軽井沢町

前橋市　高崎市　伊勢崎市　太田市　館林市　沼田市　渋川市　藤岡市　富岡市　安中市　川場村　昭和村　嬬恋村
新島学園中学校・高等学校　群馬大学教育学部附属中学校　本庄市　上田市

群馬県　前橋市　高崎市　太田市　大出学園支援学校若葉高等学園　茨城県　埼玉県

やまむろこども園（認定こども園）

群馬県　前橋育英高等学校　東京農業大学第二高等学校　埼玉県

高崎市　伊勢崎市　安中磯部こども園（認定こども園） 中川幼稚園（認定こども園） 



　　【社会情報学部】

■公務

群馬県（学校事務） 群馬県警察 前橋市
高崎市 伊勢崎市 太田市
渋川市 栃木県警察 青森市

■企業・法人等

ＮＥＸＵＳ㈱ イーケーエレベータ㈱ ㈱一条工務店群馬

岩瀬産業㈱ ㈱岡本工作機械製作所 ㈱オルビス

北群馬信用金庫 ㈱群馬銀行 群馬グランディハウス㈱

群馬県市町村職員共済組合 群馬県信用保証協会 群馬河西㈱

佐田建設㈱ サンデンシステムエンジニアリング㈱ ㈱上毛労務
全国農業協同組合連合会群馬県支部 ㈱総合ＰＲ ㈱高崎共同計算センター

東邦工業㈱ ㈱東和銀行 ネッツトヨタ群馬㈱

東日本旅客鉄道㈱高崎支社 藤田エンジニアリング㈱ ㈱フレックス

㈱ベイシア 前橋市農業協同組合 矢島工業㈱

㈱矢野 ㈱吉田会計 リード㈱

㈱ワークマン

㈱青森銀行 ㈱秋田銀行 ㈱ＮＴＴデータ　ＭＳＥ

㈱カレッジティーアンドケイ ＡＧＳ㈱ ㈱ＮＴＴ東日本

㈱ＮＴＴ東日本ｰ関信越 ㈱カインズ 全国生活協同組合連合会

㈱シーエックスカーゴ ㈱渋沢 ㈱エーツー

ＫＤＤＩ㈱ ㈱ＯＰＥＮ　ＨＯＵＳＥ ㈱アイエスエイプラン

㈱エイジェック エス・ビー・エス㈱ ㈱エム・オー・シー

㈱オダギリ 花王カスタマーマーケティング㈱ ㈱ジュピターテレコム

大和証券㈱ ㈱チームファクトリー ㈱デルタマーケティング

日本情報産業㈱ 日本通運㈱ 日本郵便㈱

野村證券㈱ パーソルテクノロジースタッフ㈱ ㈱フォーカスシステムズ

㈱フォービス 松岡冷蔵㈱ 丸文㈱

㈱ユニバーサルホーム 横河ソリューションサービス㈱ 菱洋エレクトロ㈱

㈱ワイズ・インフィニティ ㈱アカデミー ㈱足利銀行

㈱マーレフィルターシステムズ にいかわ信用金庫 八十二システム開発㈱

(福）ロングラン 東洋刃物㈱ ㈱七十七銀行



　　【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 渋川医療センター 高崎総合医療センター

桐生厚生総合病院 前橋病院 前橋赤十字病院

伊勢崎市民病院 藤岡総合病院 館林厚生病院

富岡総合病院 太田記念病院 群馬中央病院

利根中央病院 日高病院

災害医療センター 埼玉病院 東京医療センター

東京大学医学部附属病院 新潟大学医歯学総合病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

東京医科歯科大学医学部附属病院 稲城市立病院 関東中央病院

君津中央病院 神戸市立医療センター中央市民病院 国保旭中央病院

駒込病院 墨東病院 多摩総合医療センター

橋本市民病院 日野市立病院 横須賀共済病院

さいたま赤十字病院 坂総合病院 成田赤十字病院

日本赤十字社医療センター 深谷赤十字病院 横浜医療センター

横浜市南部病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 昭和大学病院

東京医科大学病院 東京歯科大学市川総合病院 獨協医科大学越谷病院

獨協医科大学埼玉医療センター 日本医科大学千葉北総病院 佐久総合病院佐久医療センター

板橋中央総合病院 茨城県立中央病院 岡崎市民病院

亀田総合病院 北アルプス医療センター　あづみ病院 倉敷中央病院

埼玉協同病院 彩の国東大宮メディカルセンター 新東京病院

聖隷浜松病院 千葉メディカルセンター 土浦協同病院

東京警察病院 東京逓信病院 長野中央病院

東大和病院 日高病院 水戸協同病院

東京北医療センター

　　【医学部　保健学科】
※病院名は通称で表記

■公務

群馬県 前橋市 伊勢崎市
自衛官候補生 茨城県 蕨市

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 前橋赤十字病院 前橋協立病院

前橋病院 桐生厚生総合病院 伊勢崎福島病院

渋川医療センター 沼田脳神経外科循環器科病院 石井病院

内田病院 黒沢病院 明清会

上武呼吸器科内科病院 角田病院 日高病院

真木病院 わかば病院 群馬整肢療護園

群馬中央病院 老年病研究所附属病院

桑名病院 新潟大学医歯学総合病院 水戸赤十字病院

神奈川県病院 さがみリハビリテーション病院 横浜市立大学附属病院

さいたま赤十字病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 戸田中央医科グループ

東川口総合病院 深谷赤十字病院 吉川総合病院

埼玉医科大学総合医療センター 埼玉医科大学病院 埼玉県立病院

緑成会病院 静岡医療福祉センター 鎌ヶ谷総合病院

千葉県立病院 千葉リハビリテーションセンター 北原国際病院

東京大学医学部附属病院 虎の門病院 日本医科大学附属病院

緑成会病院 杏林大学医学部付属病院 関東中央病院

国際医療福祉大学三田病院 東京医科大学八王子医療センター 東京臨海病院

武蔵野赤十字病院 足利赤十字病院 自治医科大学附属病院

とちぎメディカルセンター 国際医療福祉大学塩谷病院 佐久総合病院

松本医療センター 恒生病院 横浜市立みなと赤十字病院

千葉大学医学部附属病院 佐久医療センター 信州大学医学部附属病院

■企業・法人等
群馬県健康づくり財団 ㈱昭和メディカルサイエンス 福島県保健衛生協会
日本健康増進財団



　　【理工学部　化学・生物化学科】【工学部　応用化学・生物化学科】

■公務

伊勢崎市 富岡市 栃木県
足利市 佐久市 熊谷市
東京都新宿区

■企業・法人等

NEOMAXエンジニアリング㈱ ＮＥＸＵＳ㈱ RP東プラ㈱

㈱環境技研 小池化学㈱ 昭和電工㈱伊勢崎事業所

東都積水㈱ 東邦工業㈱ 白十字㈱

㈱原田・ガトーフェスタ　ハラダ ㈱ベイシア 松巳鉄工㈱

㈱ミツバ ㈱山田製作所 ㈱ヤマト

㈱AIRDO JFE環境㈱ PCIソリューションズ㈱

㈱アイビー化粧品 旭化成アミダス アズワン㈱

栄研化学㈱ ㈱エム・クラフト ㈱オフィスエフエイ・コム

キヤノン・コンポーネンツ㈱ クレハ合繊㈱ 三恵技研工業㈱

㈱ジーユー ㈱シグレスト 信越ポリマー㈱

㈱大協精工 ダイニック㈱ 太陽ホールディングス㈱

千代田インテグレ㈱ 鶴見製紙㈱ 東京パワーテクノロジー㈱
東北インフォメーション・システムズ㈱ ㈱東洋クオリティワン ㈱ナカボーテック

パイロットコーポレーション㈱ 長谷川香料㈱ 富士宮農業協同組合

プライフーズ㈱ ㈱ボールド 北陸電気工事㈱

㈱マーキュリー ㈱メディサイエンスプラニング 理研計器㈱

　　【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】

■公務

群馬県警察 桐生市消防 仙台市

■企業・法人等

伊勢崎ガス㈱　 ㈱沖データ しげる工業㈱

太陽誘電㈱ 東亜工業㈱ 日本省力機械㈱

㈱山田製作所 ㈱ヤマト ヤマト発動機㈱

JFE物流㈱ SMC㈱ 曙機械工業㈱

㈱小田原エンジニアリング オリンパス㈱ カルソニックカンセイ㈱

スズキ㈱ ㈱ハート・デリバリー 東日本旅客鉄道㈱

日立工機㈱ 日野自動車㈱ ㈱富士通アドバンストエンジニアリング

本田技研工業㈱ ㈱増田製作所 ㈱松浦機械製作所

　　【理工学部　環境創生理工学科】【工学部　環境プロセス工学科、社会環境デザイン工学科】

■公務

群馬県 高崎市 桐生市
伊勢崎市 太田市 国土交通省四国地方整備局
栃木県 埼玉県 東京都
秋田県 石川県 静岡県
秋田市 東京都文京区

■企業・法人等

王子製鉄㈱ ㈱群馬農協電算センター 太陽誘電㈱

東邦工業㈱ ㈱利根設計事務所 ㈱ミツバ

㈱山田製作所 ㈱ヤマト ㈱NJS

ＳＯＬＩＺＥ㈱ 石福金属工業㈱ ㈱エクセルエンジニアリング

カルソニックカンセイ㈱ 北野建設㈱ クボタ環境サービス㈱

㈱サイサン ㈱シイエヌエス 静清信用金庫

ソシオークホールディングス㈱ ㈱テクノ菱和 ㈱日水コン

日本シイエムケイ㈱ ㈱パーツ精工 東日本旅客鉄道㈱

富士通㈱



　　【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

太田市 藤岡市 邑楽町
国税専門官 静岡県警察 三沢市

■企業・法人等

㈱ＳＵＢＡＲＵ ㈱アドテックス 沖電線㈱

河西工業㈱ ㈱クライム ㈱グンエイ

㈱ジーシーシー 日本プラスト㈱ 日本ミシュランタイヤ㈱

㈱古川製作所 ㈱ミツバ 三益半導体工業㈱

㈱両毛システムズ ㈱OKIソフトウェア 朝日電装㈱

アマゾンジャパン合同会社 ㈱エイジェック ㈱エフテック

キヤノン・コンポーネンツ㈱ ㈱ケイズ ㈱ケーヒン

高志インテック㈱ コーセル㈱ ㈱ジーニー

㈱スバルITクリエーションズ セイコーエプソン㈱ ㈱タイトー

㈱テクノプロ 東芝インフラシステムズ㈱ ㈱ニッセイコム

日本コムシス㈱ ㈱日立ハイテクファインシステムズ フォーシーズ㈱

本田技研工業㈱ ㈱メイツ ㈱ヤクルト本社

　　【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

㈱ＳＵＢＡＲＵ ㈱群馬銀行 ㈱高崎共同計算センター

ニプロ医工㈱ 日本シイエムケイ㈱ ㈱吉貞

㈱両毛システムズ 川崎設備工業㈱ テス・エンジニアリング㈱

㈱スバルITクリエーションズ ㈱ＯＰＥＮ　ＨＯＵＳＥ Sompoシステムズ㈱

㈱インフォマート ㈱シーマインド 東洋熱工業㈱

㈱ドクターシーラボ ㈱日テレ・テクニカル・リソーシズ


