
青字は、県内就職先

　　【　　【　　【　　【教育学部教育学部教育学部教育学部】】】】

■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　  　　栃木県

■公務

群馬県（学校事務） 群馬県警察
静岡県警察 長野県警察 鳥取県警察
渋川市役所 高崎市役所 館林市役所
寄居町役場 塩谷広域行政組合（消防）

■企業

太田物産㈱ トロワデザイン ㈱ヤマダ電機
㈱クレヴァシステムズ 長野県信用組合 ㈱ゆうちょ銀行
㈱群馬銀行 ㈱ハイパークリエイション ユニー㈱
群馬トヨタ自動車 ほかた病院 ㈱読売ジャイアンツ
㈱埼玉りそな銀行 ㈱天坊 ㈱ライムメンバーズ
ＪＦＬ　アルテ高崎 前橋商工会議所 ㈱ワールド
相模屋食料㈱

　　【　　【　　【　　【社会情報学部社会情報学部社会情報学部社会情報学部】】】】

■公務

群馬県（学校事務） 伊勢崎市役所 鴻巣市役所
渋川市役所 館林市役所 那須塩原市役所
本庄市役所 前橋市役所 静岡市（消防）
長野県警察 航空自衛隊

■企業

ＪＦＥ商事鋼管管財㈱ ㈱島忠 野村ビジネスサービス㈱
アーツ税理士法人北関東事務所 ㈱ジュピターテレコム 八十二システム開発㈱
相澤病院 ㈱上毛新聞 東群馬信用金庫
㈱足利銀行 ㈱常陽銀行 ㈱光通信
安全・安心サポート㈱ 生活協同組合コープぐんま ㈱ビジュアルビジョン
㈱有賀園ゴルフ ㈱綜合システムプロダクツ 日立ＩＮＳソフトウェア㈱
㈱イセトー ㈱ダイナム ㈱ＶＮＳ
㈱一井 高崎信用金庫 富国生命保険相互会社
岩瀬産業㈱ タマホーム㈱ プリモ・ジャパン㈱
岩谷産業㈱ ㈱竹風堂 ㈱ホロンシステム
上田信用金庫 中央労働金庫 ㈱まなびロード
㈱エドウィン ㈱ＴＫＣ ㈱マミーマート
㈱大塚商会 ㈱テクノエイジ ㈱マルイチ産商
㈱オリエントコーポレーション 東亜工業㈱ ㈱マルハン
㈱カワチ薬品 東海東京証券㈱ 水野産業㈱
桐生信用金庫 東電工業㈱ みずほ信託銀行㈱前橋支店
㈱群馬銀行 ㈱東和銀行 ㈱ミツバ
群馬トヨペット㈱ トシン・グループ㈱ ㈱ヤオコー
恒和情報技研㈱ ㈱栃木銀行 ユーシーシーフーズ㈱
国立大学法人群馬大学 トヨタ部品群馬販売㈱ 郵便局㈱
コンフェックス㈱ ㈱ナブアシスト 郵便事業㈱
㈱ジーシーシー ㈱二木ゴルフ ㈱ライトオン
㈱ジーベック 日本出版販売㈱ ㈱リコー
しののめ信用金庫 日本赤十字社群馬県支部 ㈱両毛システムズ

伊勢崎市　　 桐生市　　 越谷市　　 高崎市　 　富岡市　　 前橋市 　　草津町　 　中之条町　 　葛飾区
太田市　　 　 熊谷市　　 佐野市　　 館林市　 　沼田市　　 松本市　　 玉村町　　 長野原町　 　中原区

上尾市　　　  宇都宮市　　　鹿島市　　　熊谷市　　　高崎市　　　藤岡市　　　みどり市　　　板倉町　　　みなかみ町
伊勢崎市　 　太田市　　 　　桐生市　　　渋川市　　　館林市　　　前橋市　　　大阪府　　　　玉村町　　　明和町

群馬県　 　 　茨城県　 　 　埼玉県

平成21年度学部卒業生の主な就職先



　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　医学科医学科医学科医学科】】】】

■医療業

石巻赤十字病院 社会保険群群馬中央総合病院 都立大塚病院
伊勢崎市民病院 社会保険神戸中央病院 名戸ヶ谷病院
ＮＴＴ東日本関東病院 順天堂大学医学部附属順天堂病院 脳疾患研究所附属総合南東北病院
大阪大学附属病院 信州大学医学部付属病院 日高病院
関東中央病院 済生会川口総合病院 平塚共済病院
群馬大学医学部附属病院 済生会前橋病院 船橋市立医療センター
公立昭和病院 諏訪赤十字病院 前橋協立病院
公立富岡総合病院 草加市立病院 前橋赤十字病院
公立藤岡総合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 横須賀市立うわまち病院
国立病院機構高崎総合医療センター 東京慈恵会医科大学附属病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

自治医科大学附属さいたま医療センター 東京女子医科大学病院 横浜市立大学附属病院
汐田総合病院 東京大学医学部付属病院 横浜労災病院
自治医科大学附属病院 東北大学病院 老年病研究所附属病院

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　看護学専攻看護学専攻看護学専攻看護学専攻】】】】

■公務

群馬県 群馬県警察
足利市 高崎市 藤岡市
上田市 栃木市 前橋市

■医療業

上尾中央総合病院 国立国際医療センター 東邦大学医療センター大森病院
伊勢崎市民病院 自治医科大学附属病院 独協医科大学附属病院
茨城県立中央病院 自治医科大学付属さいたま医療センター 日本医科大学附属病院
医療生協さいたま生活協同組合 自治医科大学附属病院 日高病院
ＮＴＴ東日本関東病院 篠ノ井総合病院 前橋協立病院
行田総合病院 社会保険群馬中央総合病院 前橋赤十字病院
群馬県立病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京大学医学部附属病院
群馬大学医学部附属病院 済生会栗橋病院
公立富岡総合病院 東京ほくと医療生活協同組合

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　検査技術科学専攻検査技術科学専攻検査技術科学専攻検査技術科学専攻】】】】

■公務

群馬県

■医療業

秋田県立病院機構 聖路加国際病院 三重大学医学部附属病院病理部
黒澤病院 日本医科大学附属病院 本島総合病院
群馬大学医学部附属病院 はるな生協高崎中央病院 山梨県立病院
公立藤岡総合病院 (財)東日本労働衛生センター 山梨大学医学部附属病院
国際医療福祉大学病院 三重社会保険病院 老年病研究所附属病院
埼玉県立小児医療センター

■企業

㈱アルプ ㈱医療システム研究所 ㈱盛岡臨床検査センター

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　理学療法学専攻理学療法学専攻理学療法学専攻理学療法学専攻】】】】

■医療業

内田病院 東京都健康長寿医療センター みどり病院
群馬県立心臓血管センター 長岡赤十字病院 美原記念病院
群馬大学医学部附属病院 榛名病院 老年病研究所附属病院
公立七日市病院 日高病院 わかば病院
自治医科大学附属病院 前橋協立病院

　　【　　【　　【　　【医学部医学部医学部医学部　　　　保健学科保健学科保健学科保健学科　　　　作業療法学専攻作業療法学専攻作業療法学専攻作業療法学専攻】】】】

■医療業

相澤病院 三枚橋病院 日高病院
温泉研究所附属沢渡病院 自治医科大学附属病院 美原記念病院
群馬県立心臓血管センター 社団福祉法人毛呂病院　光の家療育センター 武蔵嵐山病院
群馬大学医学部附属病院 上毛病院 リハビリテーション天草病院
(財)宮城厚生協会 角田病院 わかば病院
佐野厚生総合病院 榛名病院 老年病研究所附属病院



　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

■国家公務

陸上自衛隊

■地方公務

秋田県庁 群馬県庁 東京都庁
群馬県警察 警視庁 長野県警察
松戸市消防局
岡崎市役所 高崎市役所 明和町役場

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

■国家公務

航空自衛隊

■地方公務

福島県警察 那珂川町役場

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　応用化学科応用化学科応用化学科応用化学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

アイワ広告㈱ サンワテック㈱ ㈱食環境衛生研究所
一関自動車学校 ㈱ＪＣＬバイオアッセイ 日本出版販売㈱
ＳＢＩトレードウィンテック㈱ 社会保険診療報酬支払基金 日本地工㈱
沖電線㈱ ㈱翔栄 日本天然ガス㈱
キシダ化学㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

厚木プラスチック㈱ ㈱小島鐵工所
ヤマト運輸㈱ ㈱ローソン

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　材料工学科材料工学科材料工学科材料工学科】】】】

木次乳業㈲ ㈱大昌電子 ミツカワ㈱
キャノン化成㈱ ㈱特殊金属エクセル ㈱やまひろ
㈱群馬銀行 武州製薬㈱ ㈱レッドバロン
ＦＤＫトワイセル㈱ ポリマテック㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　生物化学工学科生物化学工学科生物化学工学科生物化学工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

アース環境サービス㈱ 正田醤油㈱ 日本製粉㈱
アイウェーブ㈱ ㈱新進 ㈱フジシール
旭化学合成㈱ ㈱高崎共同計算センター ㈱富士通ミッションクリティカルシステムズ

㈱朝日工業社 ㈱秩父源流水 フジパン㈱
㈱アルビオン ㈲知多エッグ ㈱ヤマト
ＭＧＣフィルシート㈱ ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング㈱ ㈱ヤマダ電機
㈱オプトニクス精密 帝人㈱ ユニオンチーズ㈱
群馬日産自動車㈱ ㈱ニッセーデリカ 理研鍛造㈱
劇団クロックガールズ 日本香料薬品㈱ ルアン㈱
三進工業㈱

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱イマギイレ ㈲キヨミズ製作所 ㈱東京測器研究所
㈱カインｽﾞ ㈱センビ商事 ㈱廣田外科病理研究所

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　機械機械機械機械システムシステムシステムシステム工学科工学科工学科工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

上田日本無線㈱ 瀬戸信用金庫 ㈱古川製作所
㈱ＭＲＤ 東和工業㈱ ㈱ミツバ
エンケイ㈱ トヨタテクニカルディベロップメント㈱ ㈱山田製作所
㈱小田原エンジニアリング 西工業㈱ ㈱ヤマト
㈱カワサキプレシジョンマシナリ 日本電産サーボ㈱ UMW Toyota Malaysia
㈱ジェイテック

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱井上牧場 三恵技研工業㈱ ㈱深井製作所
㈱宇佐美鉱油 帝国ピストンリング㈱ リスパック㈱
エスティーティー㈱ ＵＤトラックス㈱ ㈱和漢薬研究所



　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　建設工学科建設工学科建設工学科建設工学科】】】】

石橋建設工業㈱ スワテック建設㈱ 東日本旅客鉄道㈱水戸支社
㈱技研製作所 東海旅客鉄道㈱ ㈱ホープ
㈱栗田工業 戸田建設㈱ ㈱ヤマダ電機
㈱黒岩測量設計事務所 西日本高速道路エンジニアリング中国㈱ ㈱ユニオン建設

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科電気電子工学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱ＡＷＡＳ 東京パーツ工業㈱ 富士重工業㈱
㈱関電工 トヨタ紡織㈱ ㈱富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ

㈱小島鐵工所 パッケージ池畠㈱ 本田技研工業㈱
㈱システム・ランド ㈱日立アイイーシステム 三菱電機㈱
ダイワボウレーヨン㈱ 日立電子サービス㈱ ㈱山田製作所
中部電力㈱ ㈱日立フーズ＆ロジスティックスシステムズ 和興エンジニアリング㈱
㈱トーエネック ㈱ナカヨ通信機

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

㈱岩瀬歯科商会 東北インテリジェント通信㈱ リスパック㈱
サーキットシステムズ㈱ 星野物産㈱ ㈱山田製作所
東邦病院

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　情報工学学科情報工学学科情報工学学科情報工学学科】】】】

〔〔〔〔昼間昼間昼間昼間コースコースコースコース〕〕〕〕

アネックスインフォメーション㈱ ㈱ジーシーシー ㈱ヤオコー
㈱エヌデーデー ㈲成和抜型製作所 ㈱ヤマト
㈱沖情報システムズ 東芝インフォメーションシステムズ㈱ ㈱両毛システムズ
㈱群馬銀行 ㈱ニッセイコム ㈱若草印刷

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

江北情報サービス㈱ 太陽誘電㈱
㈱関東高圧容器製作所 ㈱メタテクノ


