
青字は本社が群馬県内に所在

　　【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〉

〈特別支援学校〉

〈高等学校〉

■公務

群馬県（学校事務） 前橋市 高崎市

伊勢崎市 渋川市

防衛省・陸上自衛隊 長野県（学校事務） 宇都宮市

足利市 深谷市 佐久市

かほく市

■企業・法人等

㈱加藤商店 ㈱栗原医療器械店 ㈱群馬銀行

群馬大学 群馬ダイヤモンドペガサス 群馬日産自動車㈱

㈱滋野堤水堂 ㈱高崎共同計算センター トヨタカローラ群馬㈱

㈱ヤマダ電機

アデコ㈱ ㈱大宮電化 海外子女教育振興財団

カネボウビューティーカウンセリング㈱ コンピュートロン㈱ 四国旅客鉄道㈱

日本情報産業㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱マーキュリー

㈱リアライブ ㈱リオ・ホールディング

　　【社会情報学部】

■公務

群馬県 群馬県（警察事務） 群馬県警察

前橋市 高崎市 桐生市

太田市 館林市 安中市

甘楽町

足利市 宇都宮市 神川町

国土交通省 桜川市 大仙市

廿日市市 福島県 北海道

■企業・法人等

朝日印刷工業㈱ 邑楽館林農業協同組合 岡部工業㈱

㈱岡本工作機械製作所 小倉クラッチ㈱ 桐生信用金庫

㈱群馬銀行 群馬県信用保証協会 群馬大学

㈱群馬農協電算センター ㈱ジー・エス・ディー システム・アルファ㈱

全国農業協同組合連合会群馬県本部 ㈱高崎共同計算センター ㈱フレックス

㈱ホテル松本楼 前橋市農業協同組合 リード㈱

竜舞プラスチック㈱ ㈱両毛システムズ

会津オリンパス㈱ ㈱アウトソーシングデザイナー ㈱あさひ

㈱アスネット ㈱アネックスライフ ㈱アルカディアソフト開発

㈱インターワークス エイム㈱ ㈱NHC

㈱NTTデータNJK ㈱NTTデータ・イントラマート エン・ジャパン㈱

太田綜合病院 ㈱柏屋 ㈱ゲストリスト

コンピュートロン㈱ ㈱CIJ ㈱ジーネクスト

㈱システックス ㈱柴田屋酒店 ジャパンプリント㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱セイファート ソリマチ㈱

第一生命保険㈱ 太陽誘電㈱ ㈱ティー･アイ･シー

ディップ㈱ デジタルデータソリューション㈱ 天龍製鋸㈱

東京海上日動火災保険㈱ 東京ガスファーストエナジー㈱ 東電用地㈱

トッパン・フォームズ・オペレーション㈱ ㈱日本キャスト 日本コープ共済生活協同組合連合会

㈱日本ネットワークサービス 日本郵政㈱ ㈱ネクスタム

㈱ネクストワン ㈱ハートソフト ㈱ハイエレコン

㈱パスカル パワーフューチャー㈱ ㈱東日本技術研究所

㈱ヒューマンキャピタル フットセラピー㈱ ㈱プログデンス

㈱プロトコーポレーション ㈱フロンティアインターナショナル ㈱マーキュリー

㈱メガネフラワー ㈱メッセ ㈱モスキート

山形県農業共済組合 リコージャパン㈱

群馬県教育委員会　北海道　福島県　埼玉県の各教育委員会　日々輝学園高等学校　三浦学苑高等学校

令和元年度　学部卒業生の就職先

清心幼稚園（認定こども園） 中川幼稚園（認定こども園） 　市川市

前橋市　高崎市　桐生市　伊勢崎市　太田市　館林市　沼田市　渋川市　藤岡市　富岡市　安中市　みどり市　みなかみ町
吉岡町　玉村町　東吾妻町　片品町　邑楽町　榛東村　川場村　嬬恋村の各教育委員会　　群馬大学教育学部附属小学校
フェリーチェ学園
宇都宮市　足利市　熊谷市　行田市　柏崎市の各教育委員会

前橋市　高崎市　伊勢崎市　太田市　館林市　沼田市　渋川市　藤岡市　みどり市　みなかみ町　吉岡町　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　南相馬市　さいたま市　熊谷市　深谷市　桶川市　高岡市　岐阜市の各
教育委員会

群馬県教育委員会　新潟県　山梨県　栃木県の各教育委員会



　　【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

群馬大学医学部附属病院 群馬中央病院 公立館林厚生病院

公立富岡総合病院 公立藤岡総合病院 済生会前橋病院

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

板橋中央総合病院 いわき市医療センター 荻窪病院

川崎幸病院 菊名記念病院 京都大学医学部附属病院

公立阿伎留医療センター 済生会栗橋病院 済生会習志野病院

済生会二日市病院 埼玉協同病院 さいたま市立病院

さいたま赤十字病院 埼玉病院 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順天堂医院 順天堂大学医学部附属練馬病院

湘南藤沢徳洲会病院 仙台オープン病院 立川病院

多摩北部医療センター 千葉大学医学部附属病院 東京医科歯科大学医学部附属病院

東京慈恵会医科大学附属柏病院 東京女子医科大学病院 東京大学医学部附属病院

東京逓信病院 東京都立大塚病院 東京都立多摩総合医療センター

東京都立駒込病院 獨協医科大学埼玉医療センター 獨協医科大学病院

虎の門病院 長岡中央綜合病院 中津川市民病院

奈良県総合医療センター 新潟県立新発田病院 日野市立病院

深谷赤十字病院 松戸市立総合医療センター 水戸済生会総合病院

名鉄病院 大和市立病院 山梨県立中央病院

山梨大学医学部附属病院 横浜市立大学附属病院 横浜市立市民病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜栄共済病院

　　【医学部　保健学科】
※病院名は通称で表記

■公務

前橋市 桐生市 太田市

大泉町 川場村

埼玉県 厚木市 新潟市

■医療・福祉業

石井病院 伊勢崎市民病院 太田記念病院

上牧温泉病院 岸病院 群馬大学医学部附属病院

公立藤岡総合病院 渋川中央病院 セキールレディースクリニック

第一病院 角田病院 利根中央病院

沼田脳神経外科循環器科病院 榛名荘病院 榛名病院

東前橋整形外科病院 日高病院 前橋協立病院

前橋赤十字病院 むらぞえ整形外科クリニック 老年病研究所附属病院

愛仁会 上尾中央総合病院 NTT東日本関東病院

大森赤十字病院 岡田眼科 下越病院

春日部市立医療センター 霞ヶ関南病院 上都賀総合病院

刈谷豊田総合病院 北里大学メディカルセンター 杏林大学医学部附属病院

久喜すずのき病院 慶應義塾大学病院 国立がん研究センター東病院

国立国際医療研究センター 五反田リハビリテーション病院 済生会宇都宮病院

埼玉県立病院 佐久医療センター 佐野厚生総合病院

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 嶋田病院

順天堂大学医学部附属練馬病院 聖稜リハビリテーション病院 聖路加国際病院

総合療育センターひまわり学園 千葉西総合病院 TMGあさか医療センター

東京医科歯科大学附属病院 東京医科大学病院 東京女子医科大学附属病院

東京大学医学部附属病院 東京逓信病院 長野松代総合病院

那須赤十字病院 日本医科大学千葉北総病院 日本医科大学附属病院

八戸市立市民病院 平鹿総合病院 深谷赤十字病院

八千代病院 横浜市立大学附属市民総合医療センター

■企業・法人等
群馬県社会福祉事業団 （有）さかいゼミ ㈱サカエ

㈱アイロムグループ ㈱EP綜合 ㈱ビー・エム・エル

㈱ピーシーエルジャパン



　　【理工学部　化学・生物化学科】

■教育

〈高等学校〉

■公務

群馬県東部水道企業団

伊奈町

■企業・法人等

赤城水産㈱ ㈱オリヒロ ㈱スイシン

東邦工業㈱ ニプロ医工㈱ ㈱原田

藤田エンジニアリング㈱ ㈱ベイシア 三益半導体工業㈱

㈱みまつ食品 モーリン化学工業㈱ 群馬大学理工学部技術補佐員

㈱アープ ㈱アウトソーシングテクノロジー ㈱アドバンストラフィックシステムズ

㈱あとらす二十一 ㈱アマダホールディングス ㈱ 板通　

㈱ウエルテック ㈱ウイン・インターナショナル エア・ウォーター・ゾル㈱

㈱OCEAN'S ㈱片岡製作所 ㈱キッズコーポレーション

㈱倉本産業 コルコート㈱ ジェイオーコスメティックス㈱

自治医科大学 信越ポリマー㈱ 大日精化工業㈱

大宝化学工業㈱ 太陽誘電㈱ タマホーム㈱

㈱タムラ製作所 ㈱チュチュアンナ ㈱デイリースポーツ案内広告社

東海カーボン㈱ 東京ガス㈱ 東京化成工業㈱

東洋エアゾール工業㈱ ㈱ナイスクラップ ニッセイ情報テクノロジー㈱

日本電技㈱ ㈱ノーケン 白十字㈱

㈱八十二銀行 ㈱フォルミカディオ 富士食品工業㈱

ブリジストンフローテック㈱ 平成理研㈱ 前田道路㈱

ヤマウチ㈱ 吉澤精機㈱ ㈱リジョイスカンパニー

　　【理工学部　機械知能システム理工学科】

■公務

防衛装備庁

■企業・法人等

㈱岡本工作機械製作所 サンデン・オートモーティブクライメントシステム㈱ サンデンホールディングス㈱

㈱千代田製作所 ㈱トヨタプロダクツ ㈱山田製作所

㈱ユー・コーポレーション 理研鋳造㈱ ㈱両毛システムズ

DCX Technology ローム・ワコー㈱ ELECTRONICS(マレーシア) ㈱HGSTジャパン

ANAベースメンテナンステクニクス㈱ 沖データ㈱ カルソニックカンセイ㈱

カワダロボティクス㈱ ㈱木村鋳造所 ㈱河野製作所

ジヤトコ㈱ 須賀工業㈱ ㈱SUBARU

立山科学グループ マレーシアアブランチ DXC Technology ㈱日産オートモーティブテクノロジー

日本航空㈱ 日立オートモティブシステム㈱ フクダ電子㈱

ボッシュ㈱ ㈱三井E&S鉄構エンジニアリング メタウォーター㈱

ユニプレス㈱ レシップホールディングス㈱

　　【理工学部　環境創生理工学科】

■公務

群馬県 前橋市 高崎市

宮城県 埼玉県 東京都

静岡県 富山県 横浜市

新潟市 長野市

■企業・法人等

小倉クラッチ㈱ ㈱グリフエデュケーション （公社）群馬県建設技術センター

河本工業㈱ 山陽技術コンサルタンツ㈱ 三益半導体工業㈱

㈱ヤマダ電機 ㈱ヤマト ラジエ工業㈱

㈱アマダホールディングス ㈱FDK ㈱協振技建

クボタ環境サービス㈱ ㈱シーエスラボ 鈴与㈱

㈱第一屋製パン 鶴見製紙㈱ ㈱道路建設コンサルタント

㈱ドコモCS （独）都市再生機構 ㈱日水コン

㈱日本空港コンサルタンツ ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 東日本高速道路㈱

東日本旅客鉄道㈱ ㈱ブイテックス 前澤給装工業㈱

三菱マテリアルテクノ㈱ ㈱メイテック ㈱薬王堂

㈱横浜銀行 ㈱リクルート北海道じゃらん

常磐高等学校　水戸葵陵高等学校



　　【理工学部　電子情報理工学科】

■公務

前橋市

■企業・法人等

㈱オー・エス・ティ 岡部工業㈱ ㈱クライム

澤藤電機㈱ サンダーバード㈱ サンデンホールディングス㈱

㈱ジーシーシー ㈱高崎共同計算センター ㈱日東電機製作所

㈱両毛システムズ

アイピーシー㈱ アクティス・ジャパン㈱ 厚木プラスチック㈱

㈱アドバンテスト ㈱アルプス技研 ㈱NTTファシリティーズ

NTT東日本グループ<エンジニア> ㈱愛媛電算 ㈱エフエム仙台

大崎電気㈱ 神田通信機㈱ キヤノン・コンポーネンツ㈱

㈱ケーヒン シグマトロン㈱ ㈱SHIFT

太陽誘電㈱ ㈱中央コンピュータシステム 東芝キヤリア㈱

㈱ドコモCS ㈱ドワンゴ ㈱日放電子

日本電気㈱ 日本信号㈱ 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社

㈱日立ハイテクファインシステムズ 富士ソフト㈱ ホシデン㈱

前澤工業㈱ 丸紅ITソリューションズ㈱ ㈱ミクシィ

㈱メディアフォース ㈱ヨコオ

　　【理工学部　総合理工学科】

■企業・法人等

サンデンホールディングス㈱ ㈱ミツバ

富士ソフト㈱ マックス㈱ ヤマト運輸㈱　

山本食品工業㈱


	★学部 　確定

