
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 高崎市 伊勢崎市

桐生市 沼田市 渋川市

太田市 前橋市教育委員会事務局青少年課児童文化センター 前橋市消防局

埼玉県所沢市 埼玉県戸田市 埼玉県狭山市

埼玉県皆野町 栃木県足利市 長野県上田市

東京都文京区 富山県入善町 日本年金機構

水戸市消防局 宇都宮職業安定所

■企業・法人等

(一財)太田市行政管理公社 ㈱ケイスリー ㈱東和銀行

(学)蒼羽藝術学園 ㈱スポーツプロテクト 群馬県市町村職員共済組合

心水塾 ㈱ベイシア 高崎商工会議所

システム・アルファ㈱ ㈱ユーロブレッツア 自治労群馬県本部

星野進学ゼミ ㈱ワンセルフ 富士部品工業（株）

㈱グンエイ ㈱群馬銀行 群馬大学

ウェルビー㈱ ㈱足利銀行 ㈱ユーコー

クロスプラス㈱ ㈱クスリのアオキ ㈱ワコール

タカラベルモント㈱ ㈱サシノベルテ ㈱学究社

パーソナル情報システム㈱ ㈱スプリックス ㈱松竹エンタテイメント

㈱BP ㈱ナガイ ㈱明日香

㈱JUNCTION ㈱メガスポーツ 米沢信用金庫

㈱アイティフォー

　　【社会情報学部】

■公務

群馬県 群馬県警察 前橋市

高崎市 太田市 館林市

板倉町 みどり市 群馬労働局

関東信越国税局 千葉県 長野県

■企業・法人等

(一社)ICTまちづくり共通プラットフォーム推進機構 ㈱群馬総合土地販売 ㈱両毛システムズ

(生協)コープぐんま ㈱ジーシーシー 桐生厚生総合病院

(福)前橋あそか会 ㈱セントラルサービス 桐生信用金庫

(福)前橋市社会福祉協議会 ㈱ハウステック 群馬セキスイハイム㈱

あかぎ信用組合 ㈱フレッセイ 群馬ダイハツ自動車㈱

ぐんぎんシステムサービス㈱ ㈱プロコード 群馬医療福祉大学

サンデンシステムエンジニアリング㈱ ㈱ベイシア 流通技術研究所 群馬日産自動車㈱

しげる工業㈱ ㈱マンナンライフ 高崎健康福祉大学

システム・アルファ㈱ ㈱ヤマダホールディングス 高崎市農業協同組合

しののめ信用金庫 ㈱ユーコーポレーション 上毛新聞社

㈱JOETSU ㈱栄久 全国農業協同組合連合会群馬県本部

㈱アプロ ㈱総合PR 大島会計事務所

㈱キーテクノロジー ㈱ イトマンスイミングスクール ㈱栃木銀行

(一財)船員保険会 ㈱ クレスコ ㈱北川鉄工所

SOMPOケア㈱ ㈱ ココト ㈱鈴木 

T&D情報システム㈱ ㈱ コモドソリューションズ 埼玉県信用農業協同組合連合会

あさかわシステムズ㈱ ㈱ ジェーエムエーシステムズ 松竹㈱ 

コムチュア㈱ ㈱ パーソルプロセスアンドテクノロジー 松竹芸能㈱

ジブラルタ生命保険㈱ ㈱ フォーミュレーションI.T.S. 新明電材㈱

セコム上信越㈱ ㈱ フューチャーインフィニティ 清和海運㈱ 

はるやま商事㈱ ㈱ ベルパーク 西武鉄道㈱

ユアサプライムス㈱ ㈱ ライズプランニング 積水ハウスリフォーム㈱ 

ユニシステム㈱ ㈱ 一条工務店 太陽誘電㈱

㈱ E＆W ㈱ 原田 長野県信用組合

㈱ JR東日本商事 ㈱ 総合オリコミ社 長野都市ガス㈱

㈱ YSK e-com ㈱アミパラ 日本ビジネスシステムズ㈱ 

㈱ アクト ㈱ウェアーズ 日本放送協会

㈱ あづま商店 ㈱システムインテグレータ 富士通㈱

㈱ アルテニカ ㈱ホンダカーズ栃木中央 味の素AGF㈱ 

県立渋川　県立前橋清陵　県立長野原　県立嬬恋　前橋育英　東京農業大学第二
埼玉県(県立小川　浦和麗明)

令和３年度　学部卒業生の就職先

認定こども園江木幼稚園　群馬大学共同教育学部附属幼稚園

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　富岡市　安中市　榛東村　昭和村　玉村町　邑楽町
群馬大学共同教育学部附属小学校
秋田県(大館市)　栃木県(宇都宮市　栃木市　野木町)　埼玉県(熊谷市　鴻巣市　深谷市)　神奈川県(秦野市)　新潟県(新潟市　上越市)
静岡県(磐田市)

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　吉岡町　玉村町　大泉町　中之条町　長野原町　邑楽町
群馬大学共同教育学部附属中学校
青森県(つがる市)　茨城県(つくば市)　栃木県(宇都宮市　栃木市　佐野市)　埼玉県(熊谷市　戸田市　久喜市　皆野町)　東京都(目黒区)
神奈川県(横浜市)

県立高崎　県立沼田　県立太田　県立渡良瀬　県立二葉・高等　県立盲学校　群馬大学共同教育学部附属特別支援学校
埼玉県(大宮ろう学園　坂戸ろう学園)



　　【医学部　医学科】

■公務

経済産業省

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

JCHO群馬中央病院 群馬県済生会前橋病院 渋川医療センター

伊勢崎市民病院 公立藤岡総合病院 前橋赤十字病院

館林厚生病院 公立富岡総合病院 太田記念病院

桐生厚生総合病院 高崎総合医療センター 利根中央病院

群馬大学医学部附属病院

JCHO埼玉メディカルセンター 災害医療センター 川口総合病院

みさと健和病院 埼玉協同病院 川崎協同病院

横浜市南部病院 山口大学医学部附属病院 相模原協同病院

横浜市立みなと赤十字病院 自治医科大学附属さいたま医療センター 多摩北部医療センター

横浜市立大学付属病院 自治医科大学附属病院 大和市立病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター 湘南藤沢徳洲会病院 都立駒込病院

横浜労災病院 焼津市立総合病院 都立松沢病院

近森病院 新東京病院 東京慈恵会医科大学附属病院

熊谷総合病院 深谷赤十字病院 東京大学医学部附属病院

虎ノ門病院 水戸協同病院 東京都済生会中央病院

公立昭和病院 青梅市立総合病院 藤沢湘南台病院

厚木市立病院 千葉大学医学部附属病院 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院

国立千葉医療センター 千葉労災病院 板橋中央総合病院

　　【医学部　保健学科】

■公務

群馬県 高崎市 太田市

藤岡市

千葉県 青森県階上町 埼玉県越谷市

埼玉県行田市 栃木県小山市 東京都葛飾区

■医療・福祉業 ※病院名は通称で表記

あさくらスポーツリハビリテーションクリニック 公立富岡総合病院 日高病院

内田病院 黒沢病院 前橋協立病院

伊勢崎市民病院 角田病院 前橋赤十字病院

関越中央病院 鶴谷病院 美原記念病院

群馬県済生会前橋病院 榛名荘病院 老年病研究所附属病院

公立藤岡総合病院 東前橋整形外科病院 群馬大学医学部附属病院

(医)IMSグループ 国立成育医療研究センター 鳥取大学医学部附属病院

(医)桂名会 埼玉県立小児医療センター 東京医科歯科大学病院

(医)慈泉会相澤病院 桜十字病院 東京医科大学八王子医療センター

(公社)山梨勤労者医療協会 山梨リハビリテーション病院 東京女子医科大学附属病院

(独)地域医療機能推進機構 秋田赤十字病院 東京大学医学部附属病院

(福)恩賜財団済生会 上尾中央総合病院 東京都立小児総合医療センター

ART女性クリニック 信州大学医学部附属病院 東京品川病院

イムス三芳総合病院 新潟県厚生農業協同組合連合会 東京湾岸リハビリテーション病院

さいたま赤十字病院 新潟市民病院 日立総合病院

安曇野赤十字病院 新久喜総合病院 猫山宮尾病院

伊那中央病院 成田赤十字病院 白岡中央総合病院

茨城リハビリテーション病院 聖マリアンナ医科大学病院 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

亀田メディカルセンター 製鉄記念室蘭病院 福島県厚生農業協同組合連合会

金沢城北病院 青森慈恵会病院 芳賀赤十字病院

健和会病院 足利赤十字病院 豊島病院

虎ノ門病院 中津川市民病院 六本木スキンクリニック

公立置賜総合病院 長野市民病院 獨協医科大学病院

■企業・法人等

㈱リクルート北関東マーケティング ㈱弥栄 訪問看護ステーションふれあい ジェイエムシー㈱

(一財)上尾中央医科グループ協議会 (一財)中部公衆医学研究所 ㈱BML

埼玉医科大学 日本医科大学



　　【理工学部　化学・生物化学科】

■教育

〈高等学校〉

■公務

秋田県 警視庁 関東運輸局

■企業・法人等

プライムフーズ㈱ ㈱環境技研 富士スバル㈱

㈱クライム ㈱群馬銀行 澤藤電機㈱

㈱ナブアシスト ㈱山田製作所

J-POWERジェネレーションサービス㈱ ㈱サンプラネット ㈱千代田グラビヤ

アキレス㈱ ㈱ジーアフター ㈱日立プラントサービス

ニプロ㈱ ㈱スリーボンド ㈱八十二銀行

マレリ㈱ ㈱テレバイダー・エンターテイメント 月島環境エンジニアリング㈱

リスパック㈱ ㈱ネットワーク 三甲㈱

王子製鉄㈱ ㈱ビーネックステクノロジーズ 第一三共ケミカルファーマ㈱

㈱イノベックス ㈱ビーンズラボ 東洋インキSCホールディングス㈱

㈱おびなた ㈱フコク 日軽パネルシステム㈱

㈱キャピタル・アセット・プランニング ㈱三技協 白十字㈱

㈱コムテック ㈱秋田県分析化学センター

　　【理工学部　機械知能システム理工学科】

■公務

埼玉県 足利市

■企業・法人等

サンデンホールディングス㈱ ㈱古川製作所 理研鍛造㈱

SOLIZE㈱ ㈱WOWOWコミュニケーションズ ㈱ワールドインテック

WDB工学㈱ ㈱アーチ ㈱河野製作所

ギガフォトン㈱ ㈱キッツ ㈱日水コン

タカノフーズ㈱ ㈱ゼクウ 山崎製パン㈱

フクシマガリレイ㈱ ㈱ダイキエンジニアリング 芝浦機械㈱

ボッシュ㈱ ㈱タマディック 太陽誘電㈱

ミネベアミツミ㈱ ㈱ディーアンドエムホールディングス 日研トータルソーシング㈱

㈱NTT東日本―関信越 ㈱パイロットコーポレーション

　　【理工学部　環境創生理工学科】

■公務

群馬県 高崎市 伊勢崎市

館林市

岩手県 栃木県 千葉県

富山県 愛媛県 足利市

長野県長野市 愛知県西尾市 静岡県富士市

林野庁

■企業・法人等

技研コンサル㈱

K&Oエナジーグループ㈱ ㈱チャレンジドジャパン 鹿島建設㈱

UTエイム㈱ ㈱メニコン 住友ケミカルエンジニアリング㈱

かんぽシステムソリューションズ㈱ ㈱植木組 太陽誘電㈱

ニッソーファイン㈱ ㈱日水コン 第一生命情報システム㈱

ユアサ商事㈱ 三菱電機ホーム機器㈱ 日本道路㈱

㈱コンヴァノ

埼玉県立高等学校



　　【理工学部　電子情報理工学科】

■企業・法人等

小倉クラッチ㈱ ㈱山田製作所 ㈱アサヒ

鹿島エレクトロニクス㈱ ㈱ジーシーシー ㈱CRANE

㈱両毛システムズ ㈱アドテックス ITTO個別指導学院館林駅前校

NECネッツエスアイ㈱ ㈱NTTデータMSE ㈱日立ハイシステム２１

NTT東日本グループ会社 ㈱NTTデータビジネスブレインズ ㈱日立産業制御ソリューションズ

アイアース㈱ ㈱OSK ㈱良品計画

アドバンテスト㈱ ㈱ZOZO 関綜エンジニアリング㈱

カービュー㈱ ㈱アルファ 三菱電機ビルテクノサービス㈱

ガンホー・オンライン・エンターテイメント㈱ ㈱エル・ティー・エス 森ビル㈱

キャノンitソリューションズ ㈱ソフィア 太陽誘電㈱

コンピュータ・テクノロジー㈱ ㈱トラストシステム 東日本電気エンジニアリング㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱ナレッジサイエンス 東日本旅客鉄道㈱

ニチコン㈱ ㈱ナンバーワンソリューションズ 日研トータルソーシング㈱

パーソルキャリア㈱ ㈱ヒップ 日清紡マイクロデバイス㈱(旧新日本無線株式会社)

ファナック㈱ ㈱リクルートR&D 日本システム開発㈱

マックス㈱ ㈱ワールドインテック 日本信号㈱

ラピステクノロジー㈱ ㈱図研 本田技研工業㈱

リコーITソリューションズ㈱ ㈱日水コン 明電プラントシステムズ㈱

ルネサスエレクトロニクス㈱

　　【理工学部　総合理工学科】

■企業・法人等

㈱CRANE

中国化薬㈱ ㈱マイナビEdge(旧ゼネラルエンジニアリング㈱) ㈱NTTデータフロンティア

㈱日水コン ㈱テクノプロ キヤノン㈱

㈱ヨコオ ㈱エクシード NTTデータシステム技術㈱


	学部

