
青字は、県内就職先

　　【教育学部】

■教育

〈教育委員会〉
群馬県教育委員会（学校事務）

〈幼稚園〉
渋川市立かに石幼稚園

〈小学校〉

〈中学校〉

〈特別支援学校〉

〈高等学校〉
群馬県

■国家公務

国立教育政策研究所

■地方公務

太田市役所 伊勢崎市役所 前橋市役所

高崎市役所 富岡市役所 沼田市役所

玉村町役場 安中市役所 桐生市役所

足利市役所 杉並区 裾野市役所

■その他法人等

NPO法人群大クラブ 国立赤城青少年交流の家
社会福祉法人　コロロ舎 笑顔あしかが

■企業

（株）東和銀行 （株）セディナ （財）群馬県信用保証協会
群馬県信用組合 ARIGATO COMPANY （株） （株）桃源堂

エディ・バウアーショップ （株）スウィンスイミングスクール ﾌｼﾞ　ﾗﾝｹﾞｰｼﾞｽｸｰﾙ日本語学校
（有）前橋アカデミー （株）KGT （株）アルカンシエル
筑波銀行 損保ジャパン日本興亜

平成26年度学部卒業生の就職先

群馬大学附属小学校　渋川市　　太田市　　前橋市　　伊勢崎市　　高崎市　　富岡市　　館林市　　藤岡市　桐生市
榛東村　　　安中市　玉村町　沼田市　川場村　大泉町　嬬恋村　明和町　邑楽町　みなかみ町　熊谷市　君津市
さとえ学園　鉾田市

群馬大学附属中学校　　桐生市　　前橋市　　みどり市　　高崎市　　藤岡市　　太田市　　渋川市　　富岡市　伊勢崎市
館林市　　玉村町　吉岡町　千代田町　吾妻町　沼田市　草津町　大泉町　神流町　佐野市　坂戸市　　水戸市　栃木市
浜松市　伊東市

群馬県　茨城県



　　【社会情報学部】

■国家公務

防衛省
■地方公務

群馬県 前橋市役所 みどり市役所
伊勢崎市役所 渋川市役所 富岡市役所
館林市役所 栃木県警察 新潟市役所
新座市役所 吉川市役所 須賀川市役所
名寄市役所 中野区役所

■医療・福祉業

黒沢病院 富岡総合病院 （株）ぐんま厚生会
群馬中央医療生活協同組合 社会福祉法人　雄勝福祉会

■その他法人等

ＪＡ北群渋川 群馬県民共済生活協同組合 全国共済農業協同組合連合会群馬県支部

群馬県信用保証協会

■企業

(株)群馬銀行 ㈱東和銀行 （株）総合ＰＲ

（株）高崎共同計算センター （株）とりせん （株）ナブアシスト

（株）フレックス （株）ホンダカーズ群馬中央 (株)ヤマニ熱工業

コンピュートロン㈱ システム・アルファ（株） （株）両毛システムズ

しののめ信用金庫 サンデン・システムエンジニアリング（株） 群馬三菱自動車販売（株）

東日本旅客鉄道㈱高崎支社 富士エンジニアリング（株） 上越印刷工業（株）

トヨタ部品群馬共販（株） アイコミュニケーション（株） （株）カルテット　コミュニケーションズ

（株）浅野製版所 （株）イシクラ （株）ＴＫＣ
Ｊ－ＡＮＧＬＥ　ＰＲＥＳＳ ｓｔaｒｌｅｃｓ（株） （株）アイキューブ
（株）ＫＤＤＩエボルバ （株）サウザンドクレイン （株）サンシャインシティ
（株）きちり （株）ザ・ワークス （株）キューブ
（株）関東マツダ （株）コメット （株）かんぽ生命保険
（株）商工組合中央金庫 （株）カワチ薬品 （株）ティージー情報ネットワーク
（株）日宣メディックス （株）ビジョナリータンク （株）スタジオアリス
（株）デーリー東北新聞社 （株）東邦銀行 （株）栃木銀行
（株）ブリングアップ史 （株）日本旅行 （株）ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

サンポウ（株） 近畿日本ツーリスト（株） キャスレーコンサルティング（株）
（株）マツモトキヨシ甲信越販売 （株）ベーシック ケーブルテレビ（株）
（株）マイワーク （株）武蔵野銀行 清原（株）
（株）ユニバース （株）湘南ゼミナール 日本生命保険相互会社
日本郵便（株） 損保ジャパン日本興亜（株） 日本住研（株）

東京センチュリーリース（株） 日本情報産業（株） 農林中央金庫

東芝テック（株） 積水ハウス（株） セコム　トラスト　システムズ（株）
三井住友海上あいおい生命保険 東日本旅客鉄道（株） ビークス（株）
富士通エフサス（株） リコージャパン（株） 日本エス・エイチ・エル（株）

野村證券 山形県商工会連合会

　　【医学部　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 富岡総合病院
群馬中央総合病院 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 前橋協立病院
太田記念病院 日高病院 東京医科歯科大学附属病院
東京大学医学部附属病院 順天堂大学医学部附属病院 慶応義塾大学病院
多摩総合医療センター 自治医科大学附属病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

ＪＲ東京総合病院 ＮＴＴ東日本関東病院 国立奈良総合医療センター
埼玉石心会病院 千葉市立青葉病院 横浜市立市民病院
虎ノ門病院 公立学校共済組合関東中央病院 横浜市立みなと赤十字病院
三楽病院 亀田総合病院 新松戸中央総合病院
小諸厚生総合病院 上尾中央総合病院 神戸市医療センター
赤穂中央病院 川崎協同病院 川崎市立川崎病院
大原総合病院 東京女子医大病院 国立病院機構災害医療センター
名古屋第一赤十字病院 日本赤十字社医療センター 木沢記念病院
都立駒込病院



　　【医学部　保健学科】

■地方公務

前橋市役所 群馬県庁 桐生市役所
大泉町役場 さいたま市 福島県立医科大学

■医療・福祉業

群馬大学医学部附属病院 群馬県立心臓血管センター 前橋協立病院
群馬中央総合病院 前橋赤十字病院 イムス太田中央総合病院
桐生厚生総合病院 北関東循環器病院 伊勢崎福島病院
大島病院 富岡総合病院 日高病院
はんな・さわらび療育園 黒沢病院 くすの木病院
善衆会病院 公立七日市病院 群馬リハビリテーション病院
希望の家療育病院 榛名荘病院 群馬整枝療護園
訪問看護ステーションふれあい 老年病研究所附属病院 福井循環器病院
東京大学医学部附属病院 慶應義塾大学病院 自治医科大学附属病院
佐久総合病院 青森県立中央病院 茨城県厚生農業協同組合病院
かごはら病院 足利日赤病院 磐田市立総合病院
ＬＥ在宅・施設訪問看護ステーション 河北総合病院 川崎協同病院
関東労災病院 北原国際病院 杏林大学医学部附属病院
検診センター　ヘルチェック 甲府共立診療所 国際親善総合病院
小諸厚生総合病院 埼玉医科大学総合医療センター 昭和大学江東豊洲病院
聖路加国際病院 順天堂大学医学部附属病院 千葉大学医学部附属病院
佐久穂町立千曲病院 静清リハビリテーション病院 西南医療センター病院
筑波大学附属病院 虎ノ門病院 日本医科大学附属病院
名古屋大学附属病院 東京都立小児総合医療センター 新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院

長野県健康づくり事業団 名古屋徳洲会総合病院 津山第一病院
吉田産婦人科小児科病院 三井記念病院 初台リハビリテーション病院
本多病院うららく

■企業

(株)アルプ ＰＬ東京健康管理センター ＬＳＩメディエンス

たすく（株） ハイブリッドエナジー （株）ビー・エム・エル

（株）大日本住友製薬 （株）アイロム 福島県保健衛生協会

　　【工学部】（旧学科）

〔昼間コース〕
■教育

桐生商業高等学校

■地方公務

群馬県 前橋市役所 高崎市役所
みどり市役所 伊勢崎市役所 桐生市役所
館林市役所 甘楽町役場 中之条町役場
明和町役場 東京都 栃木県
静岡県 静岡県警 本庄市役所
浜松市役所 秩父市役所 東松山市役所
川上村役場 大田原高等学校

〔夜間コース〕
■地方公務

太田工業高等学校

■国家公務

陸上自衛隊



　　【工学部　応用化学・生物化学科】

■その他法人等

医療法人　徳真会グループ

■企業

(株)ミツバ 環境技研（株） （株）原田
（株）アプロ （株）荻野商店 （株）ジーシーシー
（株）柴田合成 （株）新進 （株）田村屋
（株）ユニクロ カネコ種苗（株） （株）コスメ・ニスト
（株）マンナンライフ （株）両毛システムズ 群馬セキスイハイム（株）
正田醤油（株） 手島精管（株） 東邦工業（株）
ユー・コーポレーション（株） 岡部工業（株） （株）ＣＩＪネクスト
（株）アウトソーシングテクノロジー （株）北日本銀行 （株）共立メンテナンス
（株）ザイエックスアカウンティングパートナー （株）東洋クオリティワン （株）ハーベス
（株）日立パワーソリューションズ （株）平和 （株）マッシュビューティラボ
（株）ライスアイランド （株）化研 （株）関越物産
（株）五光宇都宮店 ｈａｋｋａｉ（株） アツギ（株）
イオンフードサプライ（株） 大塚製薬インドネシア （株）ＩＩＭ
（株）ＭＡＧＩファーム （株）小松プロセス （株）東京測器研究所
クリナップ（株） ケアサポート（株） 興和（株）
コカ・コーライーストジャパンプロダクツ（株） シーケーエンジニアリング（株） 新幹線メンテナンス東海（株）
杉田エース（株） 第一屋製パン（株） 東芝三菱電機産業システム（株）
東芝ロジティクス（株） 戸田中央医科グループ ニプロ（株）
北海道電力（株） 三井食品(株) 佐野信用金庫
リコーインダストリアルソリューションズ(株) 森乳業(株) 英弘精機(株)
レゴリス(株) 協同乳業(株) 北良(株)

　　【工学部　機械システム工学科】

■企業

矢島工業(株) 柳田鉄工所 (株)山田製作所
(株)太陽技研 (株)ＮＴＴファシリティーズ中央 (株)アルプス技研
(株)オーエスピー (株)ジーテクト (株)プログレステクノロジーズ
(株)メイテックフィルダーズ (株)小林製作所 (株)東光高岳
ＰＡＮＡＳＯＮＩＣＳマレーシア工業 日高精機(株) ヤマハ発動機(株)
日新電機(株) ヤマハモーターエンジニアリング(株) 本田技研工業(株)
三菱電機エンジニアリング(株) イハラサイエンス(株) ファナック(株)
(株)システムサービス

　　【工学部　環境プロセス工学科】

■企業

太田都市ガス(株) (株)チャーム (株)ヤマト

カンサン(株) (株)ホーマック (株)メッセージ

(株)富士通システムズ・イースト ＳＩＩクリスタルテクノロジー(株) カシュー(株)

(株)テクノ菱和 セントラルスポーツ(株) 中村商店(株)

日本オイルエンジニアリング(株) 富士フィルムオプティクス(株)

　　【工学部　社会環境デザイン工学科】

■企業

河本工業(株) (株)ジェイアイエヌ 佐田建設(株)
(株)林工組 いであ(株) (株)日水コン
(株)ネクスコ東日本エンジニアリング (株)松永建設 木内建設(株)
東京コンサルタンツ(株) 東京電力(株) 富貴沢建設(株)
三井住友建設(株) 三谷セキサン(株) 前田工業(株)
日本道路(株)



　　【工学部　電気電子工学科】

■その他法人等

（財）関東電気保安協会

■企業

㈱ミツバ 群馬電機（株） 白十字（株）
太陽誘電（株） （株）ジーテクト （株）ケーヒン
日立工機（株） （株）エーアンドディ パイオニア（株）
ルネサスエレクトロニクス（株） 横河電子機器（株） 日本アイビーエム（株）
日本サーモスタット（株） チモロ（株）

　　【工学部　情報工学科】

■企業

(株)ジーシーシー (株)ナカヨ通信機 (株)ナブアシスト
(株)高崎共同計算センター 藤田エンジニアリング(株) リード(株)
群馬銀行 (株)ユー・コーポレーション 日本エクス・クロン（株）
杉原エス・イー・アイ（株） （株）エヌジェーケー （株）ヴァレオジャパン
（株）リンクバル （株）レジェンドアプリケーションズ （株）第一情報システムズ
ネットビジョンシステムズ（株） ユニアデックス（株） 横河ソリューションサービス（株）
デジタルブロセス(株) 日本郵便(株) 中央システム(株)
沼津信用金庫 山京(株)

　　【工学部　生産システム工学科】

〔昼間コース〕

■企業

サンデン（株） （株）ユタカ製作所 （株）岡本工作機械製作所
三恵技研工業（株） ヨシモトポール（株） （株）ＰＦＵ
（株）アウトソーシングテクノロジー （株）ヴァレオジャパン （株）ジーテクト
（株）ヒシヌママシナリー （株）ビジュアルリサーチ 住友生命保険相互会社
シグマテック（株） 日本精工（株） 野口精機（株）

〔夜間主コース〕

■企業

（株）タイワパーツ サンデン（株） 本島総合病院
新富士化成薬（株） （株）沖データ （株）キーテクノロジー
明電興産（株） 中央キャリアネット（株） 三菱鉛筆（株）
谷村電機精機（株） シャプトン（株） （株）ビューズ
亀田建築 日本サーモスタット （株）ジーテクト


