
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

〈教育委員会〉
東部教育事務所 群馬県生涯学習センター

〈国立小学校〉

〈公立小学校〉

〈国立中学校〉

〈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〉

■国家公務

文部科学省

■地方公務

群馬県 群馬県警察 前橋市役所

高崎市役所 渋川市役所 伊勢崎市役所

安中市役所 足利市役所 千代田町役場

邑楽町役場 軽井沢町役場 中央児童相談所一時保護所

■医療・福祉業

前橋赤十字病院

■その他法人等

NPO法人群大クラブ

■企業

東京フットボールクラブ㈱ 前橋ゼミ ㈱トレック　ヨダゼミ

㈱オンワード樫山 クリエイション・アイセイ ㈱JIN

中央労働金庫 AOKI　ホールディングス 資生堂㈱

ディエスケーパーソナルスクール高崎校 ㈱ジャンプジャパン

日立市

群馬県　　群馬県（学校事務）　　栃木県

学校法人　東京農業大学

平成24年度学部卒業生の就職先

片品村　　上里町　　渋川市　　大泉町　　太田市　　前橋市　　深谷市　　さいたま市　　伊勢崎市　　草津町　　富岡市
高崎市　　矢板市　　桐生市　　新潟市　　館林市　　いすみ市　　榛東村　　藤岡市　　東松山市　　みどり市　　三条市
筑西市　　土浦市　　掛川市　　玉村町　　桶川市　　佐野市

上里町　　桐生市　　前橋市　　東吾妻町　　鴻巣市　　みどり市　　安中市　　高崎市　　玉村町　　太田市　　秩父郡
北本市　　渋川市　　いわき市　　明和町　　板倉町　　御殿場市　　伊勢崎市　　宇都宮市　　水戸市　　深谷市
千代田町　　吉岡町

東京都　　神奈川県　　埼玉県　　群馬県　　群馬県（学校事務）　　高崎市　　桐生市

群馬大学附属中学校

群馬大学附属小学校



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

■地方公務

群馬県 前橋市役所 前橋市消防局
渋川市役所 太田市役所 富岡市役所
深谷市役所 由利本荘市役所 大館市役所
宇都宮市役所 三郷市役所 栃木県警察
市川三郷町役場 阿賀町役場 寄居町役場

■学校教育

国立大学法人　千葉大学 国立大学法人　長岡技術科学大学

■幼児教育

学校法人竹美学園　ちくみ幼稚園

■医療・福祉業

戸田中央医科グループ 深谷中央病院 ㈱エムダブルエス日高
㈱ベネッセスタイルケア

■その他法人等

前橋商工会議所 群馬県社会福祉協議会 群馬県国民健康保険団体連合会

■企業

JA東日本くみあい飼料㈱ JA前橋市 日本郵便㈱
大和ハウス工業㈱ ㈱ヤマト ㈱一条工務店
住友林業㈱ NSKニードルベアリング㈱ 日本板硝子㈱
東京カリント㈱ ㈱協和 ㈱ヤマニ熱工業
㈱プレミアムエージェンシー ㈱フォー・ジェイ ㈱スリーアイ
㈱シースタイル コンピュートロン㈱ ㈱システムエグゼ
㈱アプロ ㈱エス・シー・シー エスビーエス㈱
㈱創和ビジネス・マシンズ ㈱ゼンリン ㈱NSD
㈱新興マタイ ㈱システムブレイン ㈱日本事務器
サンデンシステムエンジニアリング㈱ ㈱ジーエークロッシング ㈱スタイラジー
㈱ネットウェブ ㈱ベルパーク ㈱進研アド
ぐんぎんシステムサービス㈱ ㈱プロトコーポレーション ㈱ソフティ
㈱Klar ㈱ホンダロジティクス ㈱サカイ引越センター

東日本旅客鉄道㈱ 東日本旅客鉄道㈱高崎支社 ㈱メガネトップ

㈱ワークマン ㈱ノジマ ネッツトヨタ群馬㈱
㈱AOKI トヨタ自動車販売 キヤノンシステムアンドサポート㈱
㈱ベルク ㈱群馬銀行 ㈱東和銀行

足利銀行㈱ ㈱長野銀行 ㈱東日本銀行
㈱山形銀行 ㈱親和銀行 ㈱桧家ホールディングス
ケイアイスター不動産㈱ 群馬セキスイハイム㈱ 日本駐車場開発㈱
群馬県住宅供給公社 ㈱ウィルレイズ ㈱アルファ
㈱オメガコンサルタンツ 穂苅清一事務所 是澤知宏税理士事務所
㈱天坊 ㈱ニューコーポレーション ㈱ホテルセントパレス倉吉
NEXUS㈱ ㈱グロブリッジ

　　【　　【　　【　　【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・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
日高病院 富岡総合病院 済生会前橋病院
前橋赤十字病院 群馬中央総合病院 国立病院機構高崎総合医療センター
高崎総合病院 藤岡総合病院 東京医科歯科大学病院
東京女子医科大学病院 立川相互病院 東京都立松沢病院
東京大学医学部附属病院 東京臨海病院 多摩北部医療センター
東芝病院 国家公務員共済組合連合会虎の門病院 日本医科大学附属病院
順天堂大学医学部附属病院 国立病院機構　災害医療センター 東京都立広尾病院
NTT東日本関東病院 JR東京総合病院 関東労災病院
横浜労災病院 横浜市立市民病院 横浜市立大学附属病院
横須賀共済病院 埼玉共同病院 君津中央病院
総合病院国保旭中央病院 那須赤十字病院 足利赤十字病院
自治医科大学附属病院 筑波大学附属病院 ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院
諏訪赤十字病院 組合立諏訪中央病院 相澤病院
聖隷三方原病院 北海道大学病院 大崎市民病院
石川県立中央病院 第二岡本総合病院



　　【　　【　　【　　【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】】】】

■地方公務

群馬県 前橋市 渋川市
太田市 桐生市 東京消防庁
横浜市 深谷市 古河市

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 医療法人育生会篠塚病院 伊勢崎市民病院
前橋協立病院 群馬県立小児医療センター 前橋赤十字病院
利根中央病院 老年病研究所附属病院 群馬中央総合病院
北関東循環器病院 桐生厚生病院 太田記念病院
公立富岡総合病院 わかば病院 済生会前橋病院
群馬県心臓血管センター 榛名荘病院 沼田脳神経外科循環器科病院
医療法人日高会日高病院 群馬県立精神医療センター 内田病院
医療法人石井会石井病院 中央群馬脳神経外科病院 介護老人保健施設　平成苑
太田福島病院 介護老人保健施設　平成苑 株式会社　アルプ
日本大学医学部附属板橋病院 東京大学医学部附属病院 総合母子保健センター　愛育病院
東京医科歯科大学附属病院 東京女子医科大学病院 NTT東日本関東病院
国立国際医療研究センター 慶應義塾大学附属病院 順天堂大学医学部附属順天堂医院
河北総合病院 横浜市立大学附属病院 三井記念病院
聖路加国際病院 上尾中央総合病院 鶴巻温泉病院
みさと健和病院 狭山病院 深谷赤十字病院
埼玉県立小児医療センター 三郷中央病院 武蔵嵐山病院
光の家療育センター 亀田総合病院 籠原病院
千葉大学医学部附属病院 国際医療福祉大学附属病院 栃木県医師会
自治医科大学附属病院 済生会三条病院 足利赤十字病院
つくば記念病院 長野赤十字病院 相澤病院
長野県立須坂病院 長野市民病院 佐久市国保浅間総合病院
佐久総合病院 あさかホスピタル 石巻赤十字病院
太田総合病院 角谷リハビリテーション病院 石和共立病院
井戸田整形外科医院 武市クリニック

　　【　　【　　【　　【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〕〕〕〕

■地方公務

群馬県 群馬県警 高崎市役所
伊勢崎市役所 富岡市役所 藤岡市役所
東京都 警視庁 埼玉県
栃木県 茨城県 青森県
長野市役所 一関市役所

　　【　　【　　【　　【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】】】】

■学校教育

白鴎大学足利高等学校

■医療・福祉業

社会福祉法人しんまち元気村

■企業

マレーシア富士電機社 川研ファインケミカル㈱ ㈱小倉呉服店
わらべや日洋㈱ ㈱群馬銀行 山崎製パン㈱
日東金属工業㈱ ㈱Global Assist (ベスト学院グループ） ㈱フルヤ金属
㈱ネオキャリア ㈱ナカボーテック 北芝電機㈱
三福工業㈱ TPRサンライト㈱ アロン化成㈱
㈱スリーボンド しげる工業㈱ 日東金属工業㈱
カワチ薬品㈱ 群馬ヤクルト販売㈱ 三甲㈱
㈱ミツバ ㈱大協精工 ㈱アペックス
医学部受験専門予備校YMS講師 ㈱ゲイン イビデン㈱
アドバンテックグループ 光洋産業㈱ 富士ゼロックス群馬㈱
片平金物株式会社 ㈱リニカル 農協
㈱ラムラ 富士山の銘水㈱ 山岸製作所
柴田科学㈱ 栗田煙草苗育布製造㈱ アース環境サービス㈱

日清医療食品㈱



　　【　　【　　【　　【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

伊勢崎ガス㈱ 伊藤製パン㈱ マックス㈱
ヤマハ㈱ 櫻金属金属㈱ ㈱アートテクノロジー
㈱ナカヨ通信機 プログレステクノロジー㈱ ㈱古川製作所
㈱カインズ 関上農機商会 フジテック㈱
㈱山田製作所 山形航空電子㈱ キャタピラージャパン㈱
明治機械㈱ ㈱キリウ ＹＫＫ　ＡＰ㈱
㈱遠藤製作所 ㈱アタゴ製作所 ㈱柳田鉄工所
キヤノン㈱ コンピュートロン㈱ ㈱千代田製作所
京三電機㈱ 岡部工業㈱ カナイ石油㈱
小倉クラッチ㈱

　　【　　【　　【　　【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

（株）やまひろ 日研総業（株） 国際衛生株式会社

岩井機械工業㈱ ㈱日立ハイシステム２１ 滝沢ハム㈱

㈱北日本銀行 平成理研㈱ 森六テクノロジー㈱

小山農業協同組合 日軽新潟㈱ アカオアルミ㈱

㈱サイサン トッパンプラスティック㈱ ㈱キンセイ産業

東海ゴム工業㈱

　　【　　【　　【　　【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

足利ガス㈱ ㈱森本組 東日本旅客鉄道㈱
佐田建設㈱ 栃木セキスイハイム㈱ ㈱ピーエス三菱
日本道路（株） 東テク㈱ 日本上下水道設計㈱
日本コンクリート工業㈱

　　【　　【　　【　　【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

アイ・シー電子工業㈱ 巴産業㈱ ㈱ＴＧＫ
セントラルエンジニアリング㈱ 三羽工業㈱ ㈱上野振興公社
㈱アサヒ ㈱松村電機製作所 ㈱三洋製作所
㈱山田製作所 クシダ工業㈱ 三桜工業㈱
㈱アドテックス 富士通テレコムネットワークス㈱ P&G㈱
㈱産業経済新聞社 ㈱東精エンジニアリング 三恵技研工業㈱
澤藤電機㈱ キヤノンプレシジョン㈱ ㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

㈱ナブアシスト

　　【　　【　　【　　【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

㈱ジーシーシー 東急不動産㈱ ㈱システックス
㈱両毛システムズ ㈱シーテック コンピュートロン㈱
木浪内装 ㈱リコー クロスイメージング㈱
㈱アルトナー 杉原エス・イー・アイ㈱ SETソフトウェア(株)
(株)TSP



　　【　　【　　【　　【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

㈱ディスコ 大日本印刷㈱ 富士古河E＆C㈱
㈱メイテック 東京パーツ工業㈱ 足利小山信用金庫
㈱山田製作所 澤藤電機㈱ ㈱アテックスホールディングス
㈱エヌ・ティ・ティ　エムイー NECエンジニアリング㈱ club style
三菱自動車工業㈱ ㈱高崎共同計算センター ㈱ワークエントリー
サンデン㈱ ㈱栃木ニコン システム・アルファ㈱
キヤノンモールド㈱ ㈱トラスト・テック 菊地歯車㈱
靜甲㈱

〔〔〔〔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

㈱日立エンジニアリング・アンド・サービス 富士重工業㈱ 星野物産㈱
秋田ダイハツ販売㈱ 豊丸総合産業㈲ ㈱長島エンジニアリング
高木金属工業㈱ タカテック㈱ 東邦工業㈱
合資会社　オリエンタル ㈱静岡鐵工所 ㈱キクヤ電機
日特エンジニアリング㈱ ㈱トラスト・テック トッパンコンテナー㈱
矢崎化工㈱ しげる工業㈱ スバルシステムサービス

　　【　　【　　【　　【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

前畑産業㈱ カイハラ㈱


