
《ビジネス情報学部 伊勢崎キャンパス》卒業者数　291 名（日本人 291名　留学生　0名） ※9月卒業　1名(日本人)

※スポーツマネジメント・スポーツトレーナーコース

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 241 233 97% 241 233 97%

女 12 12 100% 12 12 100%

計 253 245 97% 253 245 97%

〔おもな内定先〕

業種 企業名 業種 企業名

※柔道整復師コース　国家試験結果：20名受験 20名合格 〔おもな内定先〕

希望 内定 内定率 業種 企業名

男 13 11 85% 製造 ㈱ボルトン

女 11 9 82% 飲食・宿泊

計 24 20 83% ｻｰﾋﾞｽ ㈱スマイク

◇就職状況内訳

239

16

10

265

筑波銀行・室蘭信用金庫・新潟縣信用組合・鹿児島銀行・東
洋証券・日本生命保険相互会社・JAバンク徳島信連・東郷証
券㈱・日産証券㈱・ＢＳＣモーゲージバンク㈱・㈱セントラル
パートナーズ

金融・保険・
証商

令和元年5月7日現在

岩瀬産業㈱・㈱栗原医療器械店・㈱ヤオコー・㈱ローソン・㈱
IDOM㈱ハンプティダンプティー・秋田酒類製造㈱・ゴルフ
パートナー・トヨタ部品群馬共販㈱・群馬トヨタ自動車・富士ス
バル・群馬日野自動車・群馬ダイハツ自動車・ネッツトヨタ高
崎・アクシアルリテイリング㈱・福岡トヨタ・トヨタカローラ千葉・
レッドバロン・㈱岩瀬歯科商会・岡田電気産業㈱・㈱しまむら・
㈱カワチ薬品・RIZAPｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｽﾞ㈱・ZEAL・G・P・㈱ケーユー
ホールディングス・㈱アイガー・㈱スガタ商事・㈱ウィズアス・㈱
バイタルネット・㈱IDOM・ライトグループ・㈱ザラ・ジャパン・秋
田酒類製造㈱・㈱おおつか・ネッツトヨタ新潟㈱・リック(株)・
CTM(株)・(株)オオゼキ・(株)コメリ・岡谷マート(株)・(株)ツル
ヤ・(株)ノジマ・(株)ビッグモーター・太陽自動車(株)・(株)日産
サティオ群馬・日産プリンス栃木

卸・小売

北海道旅客鉄道㈱・九州旅客鉄道㈱・㈱エコ配・㈱宮岡・㈱
サカイ引越センター・日本郵便㈱

運輸

㈱ヨコオデイリーフーズ・八千代工業㈱・不二ライトメタル・長
野吉田工業㈱・ニチベイ・㈱伊藤園・㈱創味食品・
PAPABUBBLE JAPAN・㈱伊勢久・藤村ヒューム管㈱・ＪＦＥス
チール㈱西日本製鉄所・深江特殊鋼㈱・大陽ステンレススプリ
ング㈱・㈱牧野フライス製作所・ミヤマ精工㈱・矢崎総業㈱・千
代田製作所・(有)小野瀬製作所・大場機工・㈱キトー・大星電
機・㈱ニデック・㈱昭和食品・サイエンス(株)・アルバック成膜
(株)

製造

東京ガス㈱・東京ガスライフバル保谷㈱・㈱ガスパル九州・日
本瓦斯㈱

水道・ガス
・電気

ＤＴＳ・エヌデーソフトウェア㈱・㈱エイジア・サクサ㈱・㈱トムス
システム・オールライズグループ・iXIT㈱・㈱Ｗｉｚ・㈱AOI　Pro・
(株)ソフネットジャパン・エスティエス(株)

情報・通信
教育

ベネッセスタイルケア・㈱ピースフル・(株)アサンテ

陸上自衛隊・警視庁・埼玉県警察・千葉県警察・福島県警察・
兵庫県警察・東京消防庁・法務省矯正局・大阪府警察

アウトソーシング㈱・グランテストジャパン㈱・㈱MS-Japan・群馬
綜合ガードシステム・セントラル警備保障・総合警備保障・ゴー
ルドジム・セントラルスポーツ㈱・㈱日本通信サービス・東宝ハ
ウスホールディングス・江川技巧・ジェイシップ(株)・(株)アウト
ソーシングテクノロジー・アドバンスジャパン(株)・GJスポーツ・
(株)アスパーク・(株)エルズホーム・(株)あつまる・(株)Ｎｏ．1

ｻｰﾋﾞｽ

公務

不動産
物品賃貸

㈱MDI・㈱エスケーホーム・住宅情報館㈱・東建コーポレー
ション・ラクサスマネジメント・㈱大倉・住友林業ホームサービ
ス・㈱カネコ・コーポレーション・㈱シティーホームズ・㈱オフィ
スバンク・MEホールディングス㈱・香陵住販㈱・アドレス(株)・ケ
イアイスター不動産(株)・㈱トヨタレンタリース群馬・(株)ランド
ネット・トーシンパートナーズ・リブトラスト(株)

すかいらーくグループ・タリーズコーヒージャパン・リゾートトラス
ト・ルートインジャパン(株)・㈱直島文化村・築地すし好・㈱
RDCホールディングス・(株)マーチダイニング・(株)オーイズミ
ダイニング・(株)一楽荘・(株)サンフード・(株)ジェイグループ
ホールディングス・(株)ＤＤホールディングス

飲食・宿泊

学術・専門
㈱アドウェイズ・㈱マーキュリー・大日コンサルタント・㈱ゼンプ
ラス

埼玉県白岡市立白岡中学校(臨採）・宮城県工業高校(臨採）・
(学)東奥義塾　東奥義塾高等学校(臨採）・佐久市立中込中学
校(臨採）・高崎健康福祉大学高崎高校（ｻｯｶｰ部ｺｰﾁ）・福島
県立湖南高等学校・埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学
校・埼玉県立入間わかくさ高等特別支援学校・栃木県那須塩
原市立青木小学校・神奈川県横浜市立左近山特別支援学校
（臨時）・群馬県高崎市立高松中学校・上武大学　(女子柔道
部コーチ）・佐久市立浅間中学校(臨時採用）

医療・保健
福祉

セントラルスポーツ㈱・㈱ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ・ＲＩＺＡＰ㈱・
株式会社SHIBUYA SANKAK・㈱アルビレックス新潟・セガサ
ミーホールディングス㈱・㈱ヴァンラーレ八戸・㈱ボディワーク
ホールディングス・ＮＥＸＵＳ㈱・ゴールドジム前橋群馬・24/7
ワークアウト・(一社）矢板セントラルスポーツクラブ・(株)ベン
チャーバンク・(株)ジョイパック

生活関連サー
ビス

夢みなみ農業協同組合・(公財）群馬県スポーツ協会・足利市
農業協同組合・いばらきコープ・(公財）福岡県体育協会

複合ｻｰﾋﾞｽ

建設

㈱早川電工・㈱横浜工務店・㈱ミヤケン・㈱JS神戸・㈱はなお
か・㈱日本ハウスホールディングス・㈱一条工務店群馬・㈱
オープンハウスアーキテクト・ヒノキヤグループ・㈱神明工務
店・㈱群工・三菱電機住環境システムズ㈱・藤田エンジニアリ
ング㈱・TAKEUCHI(株)・(株)グリムス・トウテック(株)

平成30年度卒業生進路状況

全 体 日本人 留学生

計

就職（民間企業）

就職（公務員）

就職（教員）

串カツ田中

医療・保険
福祉

桂はりきゅう整骨院・一井接骨院・㈱HSコーポレーション・やま
だ接骨院・あおば整骨院・iCureテクノロジー(株)・(医)順邦会
飯島整形外科・まごころ接骨院・八街整形外科内科・みなみ
整骨院・サンマルシェわたなべ接骨院・プリマベーラ・（医）ら
いおんハートクリニック・中島接骨院 鍼灸院・(有)エスティーエ
ム　松本接骨院・（株）協創ウェルネス・AR-Eｘ尾山台整形外
科



  令和元年5月1日現在
平成30年度 　卒業生進路状況

ビジネス情報学部　（高崎キャンパス）

≪国際ビジネス学科≫
卒業者数　62名   （日本人　33名　 留学生　29名） ※9月卒業　1名 (日本人）含む

日　本　人

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 37 37 100% 24 24 100% 13 13 100%
女 8 7 88% 3 2 67% 5 5 100%
計 45 44 98% 27 26 96% 18 18 100%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 44 26 18

進学 1 1

帰国 7 7

専修学校 1 1

就職活動継続 1 1

その他 8 5 3

合計 62 33 29

〔おもな就職先〕
業種 業種

建設

公務

全　　　体 留　学　生

企業名 企業名

㈱柏井建設

卸小売
㈱フレッセイ・㈱小泉・サンコーインダストリア
ルオートメーション・ウェルシア薬局㈱・㈱バッ
ファロー・関東商会㈱

運輸 名正運輸㈱
新潟県警察

製造
黒田電気㈱・日本電産サーボ・しげる工業㈱・
㈱岡本工作機械製作所

情報通信
マクロ㈱・コンピュートロン（株）・
㈱アドリブろけっと・㈱システムエグゼ

サービス
㈱さくら会計・㈱メモリード・ＡＬＯＫ福島・長
野県パトロール㈱

金融 高崎信用金庫・利根郡信用金庫



平成30年度 卒業生進路状況

高崎キャンパス

≪看護学部≫

 卒業者79名(男12・女67)　（ 秋卒業　男1　含む）

国家試験看護師結果：　78名受験　　合格77名（99％）

進路別人数：　就職希望75(男12・女63) 、決定75名  内定率100% 

　　　　　　　進学希望4(女4)    決定４名

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 12 12 100% 8 8 100% 4 4 100%

女 63 63 100% 29 29 100% 34 34 100%

合計 75 75 100% 37 37 100% 38 38 100%

〔おもな就職先〕

　　　　　県内施設 　　　　　県外施設

群馬大学医学部附属病院 横浜市立大学附属病院

高崎総合医療センター 東京慈恵会医科大学附属病院

渋川医療センター 信州大学医学部附属病院

群馬県立心臓血管センター 東京医科大学八王子医療センター

公立富岡総合病院 自治医科大学さいたま医療センター

伊勢崎市民病院 東京都済生会中央病院

桐生厚生病院 東京医療センター

群馬県済生会前橋病院 埼玉県立病院

前橋赤十字病院 彩の国東大宮メディカルセンター

太田記念病院 行田総合病院

群馬中央病院 戸田中央病院

高崎中央病院 福島赤十字病院

利根中央病院 足利赤十字病院

沼田病院 佐久総合病院

東邦病院 篠ノ井病院

くすの木病院

田中病院 十日町市立飛渡第一小学校（養護教諭）

角田病院

〔進路先〕

桐生大学助産専攻科　・高崎医師会看護専門学校（助産学科）

全体 県外県内

　　令和元年5月1日現在


