
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〉

〈公立高等学校〉

〈私立学校法人〉

■幼児教育

〈公立幼稚園〉

〈私立幼稚園〉

■公務

群馬県（学校事務） 群馬県警察 安中市役所

佐久市役所 高崎市役所 藤岡市役所

下妻市役所 前橋市役所　 前橋市消防局　
本庄市役所 吉岡町役場 東部教育事務所
榛東村（幼稚園事務）

■医療業

群馬中央医療生活協同組合

■その他法人等

社会福祉法人　つくし園 特定非営利活動法人　地球緑化センター社会福祉法人　長野市社会福祉協議会

国立大学法人群馬大学

■企業

（株）総合PR 大和リビング㈱ 高崎信用金庫

㈱ベルク ㈱ベイシア ベルジ㈱有料老人ホーム

群馬県信用組合 群馬ダイヤモンドペガサス ㈱ワンダーコーポレーション

㈱アエラスグループ ㈱リネックス・サンシ ㈱４C　芸能プロダクション

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

■国家公務

全国市長会

■地方公務

群馬県 警視庁
前橋市役所 渋川市役所 伊勢崎市役所
沼田市役所 玉村町役場 みなかみ町役場
新庄市役所 知立市役所
高崎市等広域消防局

■医療業

財団法人脳血管研究所付属美原記念病院 群馬大学付属病院 群馬中央医療生活協同組合

■その他法人等

財団法人桐生地域地場産業振興センター特定非営利活動法人　NPO白神ネット 社会福祉法人　群馬県社会福祉協議会

■企業

日本赤十字社（埼玉県） 日本赤十字社（群馬県） 前橋市農業協同組合
佐波伊勢崎農業協同組合 北群渋川農業協同組合 ㈱サンロフト
東海加工紙㈱ 桐生信用金庫 ㈱島根銀行
ユニバーサルホーム㈱ カネコ種苗㈱ ㈱オウケイウェイヴ
㈱コンピューターネットワーク ㈱TKP 東京海上日動火災保険㈱
関東国分㈱ ㈱イーエムネット ㈱オリエントコーポレーション
高崎信用金庫 クスリノマルエ ㈱ビーブレイクシステムズ
松本信用金庫 ㈱若草印刷 豊長自動車販売㈱
マルキンアド㈱ ㈱ティー・ヴィ・ボックス ケイアイスター不動産㈱
東日本旅客鉄道㈱ 藍澤証券 NHK前橋放送局
富士機械㈱ 中央労働金庫 旭化成㈱
㈱シマ商会 エス・ビー・エス㈱ ㈱セコム
㈱ALL　Japan　Solution ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｽﾄｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ㈱マルイチ産商

㈱栃木銀行 ㈱山善 ㈱アイジェーエー
ゆうちょ銀行 市場和政法律事務所 リコージャパン㈱
マクロ㈱ 足利ガス㈱ ㈱新井商運
日精㈱ アイオー信金 住友不動産建物サービス㈱

㈱照栄美術 小松ウォール工業㈱ ㈱アロー
㈱ミツエーリンクス 自然耕房㈱ しののめ信用金庫
柏崎信用金庫 ㈱クライム ㈱NTSロジ
オリヒロモアゼリア㈱ ㈱ベイシア ㈱ビジネスコンサルタント

平成23年度学部卒業生の主な就職先

安中市　　　宇都宮市　 太田市　　　大泉町　　　上里町　　　川崎市　　　草津町　　　伊勢崎市　　桐生市      佐野市
渋川市　　　榛東村　　　高崎市　　　館林市　    玉村町　　　富岡市　    中之条町　  長野市       行方市　　　東吾妻
町
深谷市　　  藤枝市      藤岡市　　　前橋市　　　吉岡町      和光市　　　 蕨市

上尾市　安中市　伊勢崎市　魚津市　邑楽町　太田市　加須市　甘楽町　埼玉県　さいたま市　渋川市　高崎市　館林
市　玉村町
千代田町　栃木県　富岡市　新潟市　沼田市　日野市　前橋市　みどり市　明和町　竜ヶ崎市

埼玉県　　群馬県　　千葉県　　前橋市　　和光市

青森県　　群馬県　　埼玉県　　栃木県　　長野県

学校法人　関東学園　　　学校法人　群馬育英学園　　　学校法人　群馬常磐学園

渋川市　　高崎市　　前橋市

学校法人　清心学園

桐生市　前橋市　



　　【　　【　　【　　【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

JR東京総合病院 相澤病院 伊勢崎市民病院
一般社団法人東京警察病院 東京大学医学部付属病院 茨城県立中央病院
医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院 医療法人社団日高会　日高病院 青梅市立総合病院
太田病院 香川大学付属病院 群馬大学医学部附属病院
群馬中央総合病院 慶應義塾大学病院 公立昭和病院
公立富岡総合病院 公立藤岡総合病院 国立病院機構　東京医療センター
国立病院機構　横浜医療センター 済生会横浜市東部病院 埼玉共同病院
さいたま赤十字病院 財団法人老年病研究所附属病院 自治医科大学附属さいたま医療センター

自治医科大学附属病院 順天堂大学医学部附属病院 順天堂大学附属順天堂医院お茶の水本院

聖路加国際病院 高崎総合医療センター 千葉大学附属病院
筑波大学附属病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京都立駒込病院
東京医療センター 東京女子医科大学病院 東北大学病院
利根中央病院 名古屋第一赤十字病院 名古屋大学医学部附属病院
西神戸医療センター 日本赤十字社医療センター 深谷赤十字病院
前橋共立病院 前橋赤十字病院 松戸市立病院
横須賀共済病院 横浜市立市民病院 横浜労災病院
横浜市立大学附属センター病院 横浜市立大学病院市民総合医療センター

独立行政法人労働者健康福祉機構　千葉労災病院

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■地方公務

群馬県 前橋市役所 高崎市役所
伊勢崎市役所 板倉町 下仁田町

■医療業

群馬大学医学部附属病院 高崎医療センター 西群馬病院
東京医科歯科大学医学部付属病院 国立がん研究センター中央病院 中林病院助産師学院
前橋赤十字病院 武蔵野赤十字病院 埼玉県立病院
東京都健康長寿医療センター 成田赤十字病院 群馬県立病院
都立多摩総合医療センター 独立行政法人　国立国際医療研究センター　戸山病院
富士重工業健康保険組合　総合太田病院総合太田病院 群馬中央総合病院
虎の門病院 自治医科大学附属さいたま医療センター東京医科歯科大学附属病院
東京医科大学八王子医療センター 自治医科大学附属病院 聖路加国際病院
埼玉医科大学国際医療センター 東京女子医科大学病院 北関東循環器病院
みさと健和病院 前橋協立病院 高崎中央病院
東芝病院

　　【　　【　　【　　【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　　　　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】】】】

■医療業

篭原病院 河北総合病院 秋田県厚生農業協同組合連合会
館林厚生病院 北原国際病院 社団美心会　黒沢病院
社団法人　筑波記念病院 獨協医科大学病院 北関東循環器病院
帝京大学附属病院 日高病院 公立富岡総合病院
星総合病院 済生会前橋病院 済生会横浜市東部病院
小児医療センター(キャリアアップ実務研修生)

■企業

㈱BML ㈱ファルコSbホールディングス 上尾中央病院検査研究所(AML)
北関東循環病院　治験スタッフ ㈱エスアールエル・ラボ・クリエイト

　　【　　【　　【　　【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

太田市藪塚本町介護老人保健施設 老年病研究所附属病院 群馬中央総合病院
あさくら診療所 横浜総合病院 茨城西南医療センター
竹川病院 利根中央病院 北関東循環器病院
竹田総合病院 愛仁会 しのづか病院
黒沢病院 慶友整形外科 民医連泉総合病院

■企業

㈱関電工

　　【　　【　　【　　【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

京都民医連第二中央病院 群馬県立精神医療センター 医療法人橘会 上之原病院
美原記念病院 前橋赤十字病院 大宮協立病院
千葉徳州会病院 長野中央病院 医療法人社団 恵友会 三恵病院
あしかがの森　足利病院 渥美病院 サンピエール病院
武蔵嵐山病院 医療法人　宏愛会 わかば病院
愛知県済生会病院



　　【　　【　　【　　【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

自衛官

■地方公務

群馬県（行政） 岩手県（機械） 千葉県
栃木県 富山県 東京都
群馬県警察官 警視庁 川崎市消防局
さいたま市 みどり市 昭和村
富岡市 前橋市 佐野市

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

■地方公務

静岡市消防局 皆野町

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　応用化学応用化学応用化学応用化学・・・・生物化学科生物化学科生物化学科生物化学科】】】】

■企業

㈱環境技研 浜松ホトニクス㈱ 東洋エアゾール工業㈱
㈱林牧場 パーカー熱処理工業㈱ ㈱群馬銀行
東亜レジン㈱ 本田技研工業㈱ ㈱サンエー化研
㈱ミツバ ㈱ベスト・エデュケーション リンコー㈱
三信化工㈱ アース環境サービス㈱ ㈱アーデン
㈱雪国まいたけ キヤノンコーポネンツ㈱ ㈱タケイ
富士電機㈱ 日東電工㈱ 小倉クラッチ㈱

太田都市ガス㈱ 日本アキュムレーター㈱ ㈱ドンレミー
山崎製パン㈱ ㈱沖縄チャンドラー ㈱信州シキシマ
㈱ウ゛ィ・ディ・エフサンロイヤル ダンロップタイヤ関東㈱ 日興リカ㈱
日東化成工業㈱ 栃木精工㈱ パナソニック電工住宅設備㈱
㈱東邦アーステック ㈱ヤマト ボイスインターナショナル㈱
㈱大協精工 ハルナビバレッジ㈱ウェルネスサイエンス研究所

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

サンデン㈱ 日本工営㈱ ㈱やまびこ
群馬トヨペット㈱ 本田技研工業㈱ ヤマトシステム開発㈱
㈱ヨコオ ㈱小金井精機製作所 ㈱デザインネットワーク
岡部工業㈱ ユイシアジェーケーシーステアリングシステム㈱ ㈱山田製作所
㈱ヤマト 日本水工設計㈱ ㈱ヤタカ技研
システムセイコー㈱ ㈱ミツトヨ 日清紡ホールディングス㈱

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　環境環境環境環境プロセスプロセスプロセスプロセス工学科工学科工学科工学科】】】】

■企業

明星工業㈱ 東海ゴム工業㈱ 東北エア・ウオーター㈱

クボタ環境サービス㈱ アルファテクノロジー㈱ 大成ラミック㈱

㈱テクノ菱和 ㈱日立産機システム ㈱スリムビューティハウス

㈱ケイヨー 富士エンヂニアリング㈱

■その他法人

宗教法人　幸福の科学

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　社会環境社会環境社会環境社会環境デザインデザインデザインデザイン工学科工学科工学科工学科】】】】

■企業

東海旅客鉄道㈱ 若築建設㈱ 日本道路㈱
㈱オプトニクス精密 東京地下鉄㈱ 静岡コンサルタント㈱
パシフィックコンサルタンツ㈱ ㈱カインズ ㈱ＰＩＴ
西口エンタテイメント㈱ 川崎地質㈱ ㈱足利ガス
渡辺建設㈱

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

㈱オフィスエフエイコム ㈱山田製作所 コダマコーポレーション㈱
澤藤電機㈱ サンデン㈱ ㈱ミツバ
富士フィルムグラフィック㈱ パイオニア㈱ 小里機材㈱
㈱ニプロン 日本電設工業㈱ 東邦亜鉛㈱
㈱安川電機 ㈱東京測器研究所 ニチコン㈱

植田酪農機工業㈱ ㈱サカエ



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

■企業

㈱ナブアシツト 富士重工業㈱ 曙ブレーキ工業㈱
東芝ソリューション㈱ ㈱クライム ㈱ジーシーシー
システムアルファ㈱ ㈱コナミテジテルエンタテイメント ㈱インフォメーション・デベロップメント

㈱アドテックス ㈱インテリジェンス ㈱高崎共同計算センター
ソフトウェア情報開発㈱ リード㈱ ㈱大協精工
㈱赤井事務所 大学生活協同組合（信州大学）

　　【　　【　　【　　【工学部工学部工学部工学部　　　　生産生産生産生産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〕〕〕〕

■企業

富士重工業㈱ いすゞ自動車㈱ 小倉クラッチ㈱
東洋電機製造㈱ 杉原エスイーアイ㈱ キヤノン電子㈱
㈱ミツバ 全日空整備㈱ ㈱深井製作所

〔〔〔〔夜間主夜間主夜間主夜間主コースコースコースコース〕〕〕〕

■企業

㈱ゼネラルエンジニアリング 協和発酵キリン㈱ ㈱ベイシア
富士テクノサービス㈱ 日本アサヒ機工販売㈱ 富士重工業㈱
しげる工業㈱ （有）小山設計 ㈱正田製作所
富士ゴム工業㈱ ㈱オギハラ 東亜工業㈱
（有）群馬パッキング ㈱キリウ ㈱徳永
㈱イチタン

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

栃木ホンダ販売㈱ ㈱キューセス

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■企業

㈱長大


