
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

群馬県警察 群馬県中部教育事務所 前橋市

高崎市 桐生市 伊勢崎市

伊勢崎市消防本部 太田市 玉村町

厚生労働省 埼玉県 春日部市

行田市 秩父市 足利市

上田市

■企業・法人等

(社福)希望館 共愛学園 ㈱クリハラ

㈱群馬銀行 群馬大学 群馬ダイヤモンドペガサス

(社福)三愛荘 ㈱三智 (社福)渋川市社会福祉協議会

㈱ジーシーシー ㈱ジュンコーポレーション ㈱大五住宅

㈱東和銀行 利根郡信用金庫 (社福)前橋あそか会

㈲マツモト 山下工業㈱

アイ・ケイ・ケイ㈱ (社福)足利市社会福祉協議会 アストラゼネカ㈱

㈱エムズ・エステート スルガ銀行㈱ ゼビオ㈱

SOMPOケア㈱ ㈱ツルヤ ㈱東京海上日動パートナーズEAST

(独)日本スポーツ振興センター ハッピーライフケア㈱ ㈱Freewill

㈱トライグループ個別教室のトライ太田駅前校 HENNGE㈱ 米沢電気工事㈱

㈱リック ㈱りょくけん東京

　　【社会情報学部】

■公務

群馬県 群馬県警察 前橋市

前橋市消防局 伊勢崎市 太田市

沼田市 館林市 渋川市

安中市 甘楽町 東吾妻町

大泉町

厚生労働省 大館市 いわき市

熊谷市 神川町 日光市

長岡市 長野県

■企業・法人等

㈱板垣 邑楽館林農業協同組合 技研コンサル㈱

㈱クライム ㈱栗原医療器械店 ㈱群馬銀行

群馬県厚生連合会 (社福)群馬県社会福祉事業団 群馬小型運送㈱

群馬セキスイハイム㈱ 群馬トヨタ自動車㈱ システム・アルファ㈱

(社福)新生会 ㈱JOETSU 高橋ベルト㈱

㈱タケイ ㈱竹村製作所 ㈱東和銀行

利根郡信用金庫 トヨタL&F群馬㈱ ㈱ナカヨ

㈱日東システム開発 ㈱藤井経営 富士スバル㈱

㈱ホンダ四輪販売関東中央 前橋DYVER ㈱山田製作所

㈱ ヤマダホールディングス ㈱リクルート北関東マーケティング ㈱両毛システムズ

アイアース㈱ ㈱アイプラネット ㈱idom

H.I.S.ホテルホールディングス㈱ エコートレーディング㈱ SETソフトウェア㈱

㈱NTT東日本-関信越 ㈱オオゼキ オリゾンシステムズ㈱

㈱ALL Rise Group ㈱クスリのアオキ ㈱クローバーキタン塾

コムシス情報システム㈱ ㈱埼玉冠婚葬祭センター ㈱サンユウ

三陽金属㈱ ㈱CS-C ㈱シティ・コム

白鳥製薬㈱ JA信州うえだ 鈴与シンワート㈱

㈱スタイラジー 生活協同組合コープみらい 全国農業協同組合連合会

SOMPOケア㈱ ㈱大光銀行 太陽誘電㈱

大東建託㈱ つばめグループ ㈱DNPアイディーシステム

ディップ㈱ ㈱データフォーシーズ 東京海上日動火災保険㈱

㈱東芸エンタテイメンツ 東芝エルイーソリューション㈱ 長野県信用農業協同組合連合会

日通・NPロジスティクス㈱ ㈱日本オープンシステムズ 日本交通㈱

日本貿易印刷㈱ 日本製線㈱ パスウェイ㈱

㈲バミューダ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱ビジネスシステムサービス

㈱フォーラムエイト フレックス㈱ 横河電機㈱

㈱良品計画 ローランド ディー.ジー.㈱ ㈱ワークマン

令和２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　富岡市　安中市　みどり市　榛東村　吉岡町　中之条町　川場町　昭和村　大
泉町　邑楽町の各教育員会　群馬大学共同教育学部附属小学校
北海道　東京都　埼玉県　さいたま市　熊谷市　桶川市　鶴ヶ島市　横須賀市　栃木市の各教育委員会

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　藤岡市　富岡市　安中市　みどり市　吉岡町　嬬恋村　草津町　玉村町　板倉
町の各教育委員会　群馬大学共同教育学部附属中学校
北海道　鶴岡市　東京都中央区　さいたま市　川口市　茨城県　須坂市　神戸市の各教育委員会　龍谷大学付属平安高等学校・中学校

群馬県教育委員会　前橋市教育委員会　群馬大学共同教育学部附属特別支援学校　若葉高等学園　

群馬県教育委員会　樹徳高等学校　明和県央高等学校
東京都教育委員会　埼玉県教育委員会



　　【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

上尾中央総合病院 板橋中央総合病院 NTT東日本札幌病院

愛媛県立今治病院 岡山大学病院 荻窪病院

春日部市立医療センター 川口市立医療センター 川崎市立川崎病院

関東中央病院 関東労災病院 九州医療センター

勤医協中央病院 熊谷総合病院 公立昭和病院

国際医療福祉大学三田病院 国立国際医療研究センター病院 埼玉医科大学総合医療センター

さいたま市民医療センター さいたま赤十字病院 埼玉病院

彩の国東大宮メディカルセンター 佐久総合病院 自治医科大学附属さいたま医療センター

順天堂大学医学部附属浦安病院 順天堂大学医学部附属練馬病院 昭和大学江東豊洲病院

信州大学医学部附属病院 新百合ヶ丘総合病院 千葉医療センター

千葉市立海浜病院 千葉大学医学部附属病院 筑波大学附属病院

東京医科歯科大学附属病院 東京歯科大学市川総合病院 東京品川病院

東京大学医学部附属病院 東京都健康長寿医療センター 東京都立駒込病院

東京都立墨東病院 獨協医科大学病院 長崎大学病院

日本赤十字社医療センター 羽生総合病院 北海道医療センター

北海道病院 南相馬市立総合病院 横浜医療センター

横浜市立大学附属病院 横浜南共済病院 洛和会音羽病院

　　【医学部　保健学科】

※病院名は通称で表記
■公務

群馬県 前橋市 玉村町

北海道 川越市 柏市

■医療・福祉業

伊勢崎市民病院 上牧温泉病院 関越中央病院

黒沢病院 群馬県健康づくり財団 群馬大学医学部附属病院

群馬中央医療生活協同組合 群馬リハビリテーション病院 公立藤岡総合病院

佐藤病院 渋川中央病院 善衆会病院

第一病院 高崎中央病院 利根中央病院

脳血管研究所美原記念病院 日高病院 前橋協立病院

前橋赤十字病院 武蔵野病院 老年病研究所附属病院

(医)愛仁会 上尾中央総合病院 足利赤十字病院

天野整形外科クリニック ㈱EP綜合 伊勢慶友病院

イムス富士見総合病院 イムス明理会仙台総合病院 大宮中央総合病院

(医)沖縄徳洲会 金沢医療センター 鋸南町国民健康保険鋸南病院

熊谷総合病院 慶應義塾大学病院 恵寿総合病院

埼玉医科大学グループ 埼玉協同病院 さいたま赤十字病院

佐久総合病院 佐野厚生総合病院 自治医科大学附属病院

順天堂大学医学部附属練馬病院 白岡中央総合病院 市立旭川病院

新上三川病院 信州大学医学部附属病院 諏訪赤十字病院

(社福)聖隷福祉事業団 苑田第一病院 高橋産婦人科

竹田綜合病院 東京医科歯科大学医学部附属病院 東京医科大学病院

東京大学医学部附属病院 東京都済生会中央病院 東京湾岸リハビリテーション病院

東北大学病院 徳島赤十字病院 長岡赤十字病院

那須赤十字病院 新潟西蒲メディカルセンター病院 日本医科大学付属病院

日本赤十字社医療センター ㈱日立製作所日立総合病院 北信総合病院

(医)焔 ミサトピア小倉病院 宮地病院本山リハビリテーション病院

明理会中央総合病院 盛岡赤十字病院 友愛記念病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター 横浜市立大学附属病院

■企業・法人等

株式会社シグマクシス



　　【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〉

■公務

群馬東部水道企業団 みどり市

杉戸町

■企業・法人等

太田市農業協同組合 関東食品㈱ 群栄化学工業㈱

㈱ジーシーシー ㈲品川牧場 ㈱昭和食品

㈱タナベ・コーポレーション 東邦工業㈱ ㈱ベイシア

みどり化学㈱ ㈱ヨーユーラボ ㈱両毛システムズ

㈱うるる ㈱エイチワン ㈱エンプラス

オートアールズ㈱ ㈱カーメイト 関東化学㈱

㈱コンフォートジャパン ㈱スタッフサービス・エンジニアリング セッツカートン㈱

SOLIZE Engineering㈱ 第一屋製パン㈱ ㈱東京フード

東洋アルミニウム㈱ 東洋インキSCホールディングス㈱ ㈱ナミキ

㈱日能研 日総工産㈱ 日鉄鋼板㈱

ニプロファーマ㈱ ㈱NEXT INNOVATION INC 白十字㈱

㈱フクイン 藤倉化成㈱ ㈱細川洋行

森六ホールディングス ㈱ヤオコー ㈱YAZ

　　【理工学部　機械知能システム理工学科】【工学部　機械システム工学科】

■公務

経済産業省

■企業・法人等

㈱木村鋳造所 サンデンホールディングス㈱ しげる工業㈱

㈱千代田製作所 日本モビリティ㈱ ㈱山田製作所

㈱ヤマト

㈱IHIインフラ建設 ㈱アドバンテスト F.C.C㈱

協同電気㈱ ㈱JR西日本テクノス 鈴鹿エンヂニアリング㈱

スズキ㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱ダイフク

DXC Technology 永田部品製造㈱ 日産オートモーティブテクノロジー

日本精工 日本プラスト㈱ ㈱パーカーコーポレーション

東日本旅客鉄道㈱ ㈱日立産業制御ソリューションズ ㈱ピーエーエス

㈱ビーネックステクノロジーズ ヤマハモーターエンジニアリング㈱

　　【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 太田市

館林市 渋川市 榛東村

財務省東京税関 国土交通省関東地方整備局 世田谷区

埼玉県 さいたま市 千葉県

茨城県 栃木県

■企業・法人等

㈱グンエイ (社福)子持山福祉会児童養護施設子持山学園 JA東日本くみあい飼料㈱

昭和電気鋳鋼㈱ ㈱ヤマト

㈱NJS ㈱エル・アセット ㈱開発建設コンサルタント

鹿島建設㈱ ケミカルグラウト㈱ ㈱鴻池組

JR東日本コンサルタンツ㈱ 新菱冷熱工業㈱ ㈱SUBARU

㈱第一テクノ 大和リビング㈱ 東鉄工業㈱

東洋紡㈱ ㈱ナントー 日新工業㈱

㈱日水コン ㈱日本通信サービス 野村マイクロ・サイエンス㈱

富士通㈱ 北菱電興㈱ ㈱ホンダカーズ静岡

埼玉県立浦和北高等学校　浦和実業学園高等学校　茨城県立下館第一高等学校　水城高等学校　



　　【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

富岡市

岩手県 新潟県

■企業・法人等

オリヒロエンジニアリング㈱ ㈱クライム 群馬大学

サンデンホールディングス㈱ ㈱サンポウ ㈱ジーシーシー

㈱高崎共同計算センター ㈱ナカヨ ㈱ナブアシスト

㈱英技研 ㈱山田製作所 ㈱ヤマト

㈱両毛システムズ

㈱アイコール アット東京㈱ アドバンス電気工業㈱

アルプスアルパイン㈱ NECネッツエスアイ㈱ ㈱NTTデータMSE

㈱OKIソフトウェア キャリアアセットマネジ㈱ ㈱九電工

共同エンジニアリング㈱ ㈱鷺宮製作所 三英社製作所㈱

サンデン・リテールシステム㈱ ㈱CIJ シグマトロン㈱

㈱シャインソフト ㈱SUBARU スマートスケープ㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱セレクション 太陽誘電㈱

TATEYAMA AUTO MACHINE CO. (M) SDN. BHD 玉川電器㈱ ㈱TERADA

㈱ テラテクノロジー 電源開発㈱ 東京海上日動システムズ㈱

㈱東芝 ㈱TOSYS 凸版印刷㈱

トリオシステムプランズ㈱ 日販テクシード㈱ ㈱日本電産リード

FANUC㈱ ㈱ベクトル みずほ情報総研㈱

三菱電機インフォメーションシステムズ㈱ ㈱メイテック ㈱明電舎

UTエイム㈱ ㈱ヨコハマシステムズ

　　【理工学部　総合理工学科】【工学部　生産システム工学科】

■公務

岩手県 古河市

■企業・法人等

アイフル㈱ ㈱NTTデータ・アイ オリエンタル白石㈱

大日本明治製糖㈱ 地方共同法人日本下水道事業団 プリマシステム開発㈱

㈱リゾート花湯の森 ㈱ローラン


	学部5 確定

