
企業・機関：本社所在地（青字は群馬県）

　　【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〉

〈高等学校〉

〈特別支援学校〉

■公務

群馬県 前橋市 高崎市

伊勢崎市 太田市 安中市

玉村町

長野県警察 足利市 栃木市

長岡市

■企業・法人・研究施設等

関東精機㈱ キーコーヒー㈱ ㈲きたもっく　

㈱globeコーポレーション ㈱群馬銀行 群馬県国民健康保険団体連合会

群馬工業高専専門学校 群馬大学 GNホールディングス㈱

上越印刷工業㈱ ファームドゥホールディング㈱ まつもと歯科医院

㈱ヤマダホームズ

㈱エーシーエス ㈱カラフルクローバー　 ㈱JALスカイ

㈱情報技術センター 全日本空輸㈱ 太陽誘電㈱

㈱テクノプロ ㈱テレコム ㈱Life Foundation

平成30年度学部卒業生の就職先

江木幼稚園

前橋市　高崎市　桐生市　伊勢崎市　太田市　沼田市　館林市　渋川市　藤岡市　安中市　みどり市　吉岡町　神流町　片
品村　昭和村　みなかみ町　玉村町の各教育委員会　群馬大学教育学部附属小学校
福島県　足利市　上尾市　市原市　小田原市　半田市の各教育委員会

前橋市　高崎市　桐生市　伊勢崎市　太田市　沼田市　館林市　渋川市　富岡市　藤岡市　昭和村　榛東村の各教育委員
会　群馬大学教育学部附属中学校
埼玉県　久喜市　桜川市　諏訪市　金沢市の各教育委員会

群馬県教育委員会　高崎商科大学附属高等学校　常磐高等学校　新島学園高等学校　前橋育英高等学校　埼玉県教育
委員会

群馬県教育委員会　栃木県　埼玉県　千葉県の各教育委員会



　　【社会情報学部】

■公務

群馬県 前橋市 高崎市

太田市 渋川市 藤岡市

安中市 榛東村 長野原町

東吾妻町

国立障害者リハビリテーションセンター 秋田県警察 福島県

長野県 佐野市 東松山市

八潮市 東村山市 南足柄市

六ヶ所村

■企業・法人・研究施設等

㈱アプロ ㈱岡本工作機械製作所 ㈱クライム

ぐんぎんシステムサービス㈱ ㈱群馬銀行 群馬県国民健康保険団体連合会

群馬県信用組合 群馬県産業支援機構 群馬県社会福祉協議会

群馬大学 群馬テレビ㈱ 群馬ヤクルト販売㈱

㈱サンポウ しののめ信用金庫 全国共済農業協同組合連合会群馬県本部

㈱東和銀行 ㈱藤井経営 ㈱物流サービス

㈱ミツバ ㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマダホームズ

㈱リクルート北関東マーケティング

㈱アイキューブ ㈱浅沼経営センターホールディングス ㈱イオン銀行

イオンモール㈱ ㈱インテック ㈱エス・イー・シー・ハイテック

㈱ＳＧエキスパート 樫山工業㈱ 関東開発㈱

㈱関東マツダ ㈱キャン ㈱グローバルリンクマネジメント

㈱経済法令研究会 小森マシナリー㈱ サンワ㈱

㈱ＣＩＮグループ ㈱ジェイアール東日本商事 ㈱JR東日本ステーションサービス

㈱ＪＷＡＹ ㈱システムマネージメント ㈱七十七銀行

しなの鉄道㈱ ㈱セイファート 関彰商事㈱

ソニービズネットワークス㈱ ㈱ゾフ 第一生命保険㈱

太陽誘電㈱ 中央労働金庫 ㈱TBSスパークル

㈱テクノプロ トレンドマイクロ㈱ 新潟県労働金庫

㈱ニーズウェル 日本アイビーエム・ソリューション・サービス㈱ ㈱日本直販総本社

㈱パズル ㈱八十二銀行 パナソニックホームズ北関東㈱

東日本リオン㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱フォーミュレーションＩ.Ｔ.Ｓ

㈱福島民報社 ㈱フロンティアインターナショナル ㈱文化工房

㈱マーキュリー ㈱ＭＩＴＡＳ 山崎製パン㈱

㈱ユウワ ユニー㈱ ㈱レジェンド・アプリケーションズ

㈱ワム



　　【医学部　医学科】

※病院名は通称で表記
■医療・福祉業

伊勢崎市民病院 太田記念病院 桐生厚生総合病院

群馬県済生会前橋病院 群馬大学医学部附属病院 群馬中央病院

公立藤岡総合病院 渋川医療センター 高崎総合医療センター

利根中央病院 日高病院 前橋赤十字病院

老年病研究所附属病院

NTT東日本関東病院 沖縄県立中部病院 川崎幸病院

川崎市立多摩病院 川崎市立井田病院 京都府立医科大学附属病院

杏林大学医学部附属病院 慶應義塾大学病院 公立学校共済組合関東中央病院

国立病院機構東京医療センター 小張総合病院 災害医療センター

さいたま市民医療センター JR東京総合病院 JCHO東京新宿メディカルセンター
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 新久喜総合病院

信州大学医学部附属病院 住友別子病院 立川相互病院

茅ヶ崎市立病院 千葉西総合病院 東京医科歯科大学附属病院

東京大学医学部附属病院 東京都立墨東病院 東京山手メディカルセンター

東京臨海病院 獨協医科大学埼玉医療センター 虎の門病院

長野松代総合病院 日野市立病院 深谷赤十字病院

藤沢市民病院 武蔵野赤十字病院 横須賀共済病院

横浜栄共済病院 横浜市立みなと赤十字病院 横浜労災病院

　　【医学部　保健学科】

※病院名は通称で表記
■公務

前橋市 太田市 玉村町

茨城県 栃木県 東京都

小山市 さいたま市 松本市

岡谷市 南部町

■医療・福祉業

伊勢崎市民病院 上牧温泉病院 桐生厚生総合病院

群馬県済生会前橋病院 群馬県立がんセンター 群馬大学医学部附属病院

群馬中央脳神経外科病院 群馬中央病院 デイサービスひゅーげ

利根中央病院 沼田脳神経外科循環器科病院 はんなさわらび療育園

堀江病院 前橋協立病院 前橋市子ども発達支援センター

前橋赤十字病院 療育センターきぼう 老年病研究所附属病院

わかば病院

相澤病院 上尾中央総合病院 茨木医誠会病院

鎌ヶ谷総合病院 北柏リハビリ総合病院 北里大学病院

北原国際病院 行田総合病院 杏林大学医学部付属病院

熊谷生協病院 慶應義塾大学病院 国際医療福祉大学成田病院

国立がん研究センター東病院 国立成育医療研究センター 越谷市立病院

埼玉医科大学病院 さいたま記念病院 埼玉県立病院

さいたま赤十字病院 埼玉セントラル病院 埼玉よりい病院

佐久総合病院 JAとりで総合医療センター 自治医科大学附属病院

昭和大学病院 新上三川病院 新久喜総合病院

諏訪赤十字病院 聖隷沼津病院 たすく㈱

多摩北部医療センター 千葉県済生会習志野病院 東京医科歯科大学附属病院

東京医科大学病院 東京慈恵会医科大学附属病院 東京大学医学部附属病院

戸田中央総合病院 とちぎメディカルセンター 獨協医科大学病院

豊見城中央病院 富山県リハビリテーション病院 虎の門病院

長野赤十字病院 長野中央病院 西尾市民病院

日本赤十字社医療センター 深谷赤十字病院 富士宮市立病院

南長野医療センター 篠ノ井総合病院 横須賀市立市民うわまち病院 竜ケ崎済生会病院

■企業・法人・研究施設等
㈱エスアールディ



　　【理工学部　化学・生物化学科】【工学部　応用化学・生物化学科】

■教育

〈高等学校〉

〈特別支援学校〉

■公務

群馬県 前橋市 高崎市

伊勢崎市 藤岡市

福島県警察 栃木県 警視庁

愛媛県 小山市 さいたま市

狭山市

■企業・法人・研究施設等

ＩＨＩエアロスペース・エンジニアリング㈱ ㈱アイリス サンデンホールディングス㈱

サンノーバ㈱ ㈱ジーシーシー ㈱スイシン

高崎信用金庫 館林瓦斯㈱ ニプロ医工㈱  

㈱ 原田・ガトーフェスタ ハラダ 藤田エンジニアリング㈱ マック食品㈱

モーリン化学工業㈱ ㈱ヨコオデイリーフーズ ㈱リクルート北関東マーケティング

㈱ADEKA ㈱エス・ジー NSファーファ・ジャパン㈱

㈱NTTデータビジネスシステムズ 花精化学工業㈱ 帰燕 ∙ Kien

山洋電気㈱ ㈱JCU ㈱芝浦電子

㈱大気社 大日本印刷㈱ 大陽日酸エンジニアリング㈱

中外製薬工業㈱ 東京製綱㈱ 東洋電装㈱

東和電気㈱  トライコーン㈱ 中本パックス㈱

日揮ユニバーサル㈱ 日興リカ㈱ 白十字㈱

㈱日立ソリューションズ東日本 ㈱日立ソリューションズ・クリエイト フコク情報システム㈱

㈱ベネッセスタイルケア 堀川産業㈱ ㈱マルヨシ

ムラタ計測器サービス㈱ 持田製薬㈱ UTテクノロジー㈱

㈱リコー ロ－ランド㈱ ㈱ワールドインテック

　　【理工学部　機械知能システム理工学科】

※病院名は通称で表記
■医療・福祉業

足利赤十字病院

■企業・法人・研究施設等

群馬県農業共済組合 サンデンホールディングス㈱ ㈱千代田製作所

㈱古川製作所 ㈱ミツバ ㈱山田製作所

曙ブレーキ工業㈱ NOK㈱ ㈱荏原製作所

オートリブ㈱ ㈱沖データ カルソニックカンセイ㈱

㈱小糸製作所 コカ･コーラ ボトラーズジャパン㈱ 昭和電工㈱

スズキ㈱ ソニーLSIデザイン㈱ 太陽誘電㈱

㈱タイロス DXCテクノロジー・ジャパン㈱ 東芝テック㈱

㈱東芝メモリ 東洋製罐㈱ 日清紡ホールディングス㈱

日本電産㈱ パナソニックESエンジニアリング㈱ Panasonic Industrial Devices Malaysia SDN.BHD

マニー㈱ 三菱自動車工業㈱ ㈱ミヤオカンパニーリミテド

㈱メイテック ㈱メイテックフィルダーズ ㈱ユニテック

白鴎大学足利高等学校

群馬県教育委員会



　　【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 前橋市 高崎市

伊勢崎市 太田市

国土交通省関東地方整備局 岩手県 栃木県

埼玉県 神奈川県 新潟県

さいたま市 横芝光町

■企業・法人・研究施設等

環境システム㈱ 佐田建設㈱ サンデンホールディングス㈱

サンノーバ㈱ ニプロ医工㈱  ㈱ヤマト

㈱アクロスペイラ 厚木プラスチック㈱ ㈱エンプラス

開発設計コンサルタント㈱ 鹿島建設 キャスレーコンサルティング㈱

クボタ環境サービス㈱ 栗田工業㈱ コーセーインダストリーズ㈱

コムチュア㈱ サンユテクノスプラントエンジニアズ㈱ JR東日本コンサルタンツ㈱

新興プランテック㈱ ㈱新日本コンサルタント ㈱セラク

㈱東芝インフラシステムズ （有）バディー 白十字㈱

フクビ化学工業㈱ 松井建設㈱ ㈱守谷商会

菱和設備㈱

　　【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

群馬県 群馬県警察 沼田市

防衛省 神奈川県警察

■企業・法人・研究施設等

㈱ギャレリア・ニズム ぐんぎんシステムサービス㈱ サンデンシステムエンジニアリング㈱

サンデンホールディングス㈱ システムアルファ㈱ 東京コンピューターサービス㈱

東京パーツ工業㈱ トヨタカローラ群馬㈱ ㈱プランニング

㈱ミツバ ㈱両毛システムズ

㈱アイリスオーヤマ ㈱NTTデータ ㈱エム・オー・シー

㈱オフィスエフエイ・コム 関電工㈱ 岐阜県市町村行政情報センター

㈱コスダック サミーネットワークス㈱ ㈱シーエスイー

㈱ジャストシステム スターフィールド㈱ ㈱SUBARU

㈱西武鉄道 セコムトラストシステムズ㈱ ㈱ソルパック

太陽誘電㈱ ㈱タニタ ㈱ティアンドティ

帝国繊維㈱ ㈱テイセンテクノ ㈱テクノプロ

㈱東光高岳 東芝デジタルソリューションズ㈱ 東北電力㈱

㈱トップゲート ㈱日放電子 日本システム・エイト㈱

日本電算㈱ 日本プロセス㈱ ハイテクシステム

白十字㈱ ㈱東日本技術研究所 東日本旅客鉄道㈱

㈱ビジュアルコミュニケーションズ 日立オートモティブシステムズ㈱ ㈱VSN

福島コンピュータシステム㈱ 北銀ソフトウェア㈱ ㈱明電舎

㈱ラック ㈱リンクル ルネサスエレクトロニクス㈱

　　【理工学部　総合理工学科】

■公務

太田市

■企業・法人・研究施設等

三益半導体工業㈱

㈱飯沼ゲージ製作所 ㈱KSK ㈱三商

トーヨーカネツソリューションズ㈱ ㈱ナカムラ ㈱フジケン

㈱モリテックス ㈱ヨドバシカメラ


