
  令和3年5月1日現在

令和2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≫

卒業生115名(日本人61名・留学生54名) 　※秋卒3名(日2・留1)含む

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 59 54 92% 43 39 91% 16 15 94%

女 16 16 100% 7 7 100% 9 9 100%

計 75 70 93% 50 46 92% 25 24 96%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 70 46 24

進学 6 0 6

帰国 20 0 20

就職活動継続 5 4 1

その他 14 11 3

合計 115 61 54

〔おもな就職先〕

業種 業種

建設

不動産 ビューハウス㈱

飲食 ㈱松屋フーズ

電気 関水電業㈱ 教育 ㈱ぐんま安全教育センター

情報通信 ㈱クライム・㈱ＤＴＳ・日本融智㈱・㈱ビアズ 医療・福祉 上尾中央医科グループ（事務職）・㈱グレイスコート

サービス ㈱ファーストヴィレッジ・㈱メモリード

〔進学先〕上武大学大学院

全体 日本人 留学生

企業名 企業名

㈱阪神タイガース
卸小売

㈱ベイシア・㈱フレッセイ・㈱ツルヤ・㈱ナカム
ラ・㈱バイタルネット・埼玉北部ヤクルト販売
㈱・服部興業㈱・トヨタユーグループ その他

製造
㈱SUBARU・トヨタ自動車株・コイト電工㈱・三成
研機㈱・テイ・エステック㈱・㈱ライフェスト
ジャパン。マック食品㈱・柄木田製粉㈱

金融・保険

㈱杉孝・エスビック㈱ 桐生信用金庫・鹿児島相互信用金庫・ぐんまみら
い信用金庫・明治安田生命保険相互会社・
ＪＰアセット証券㈱・
㈱フィナンシャル・エージェンシー、丸三証券㈱



令和2年度 卒業生進路状況 令和3年5月1日現在

≪スポーツ健康マネジメント学科≫

希望 内定 内定率

男 163 159 98%

女 34 33 97%

計 197 192 97%

〔おもな進路先〕

業種 業種

〔おもな進路先〕

希望 内定 内定率 業種

男 16 15 94% 建設

女 10 9 90% 運輸

計 26 24 92% 卸・小売

教育

　

サービス

建設

(株)TOSYS (株)アースコム (株)エコ･プラン (株)エコランド (株)ホ

クシン (株)金子菅工 (株)群馬総合設備 (株)建新 (株)古川 (株)日本

ハウスホールディングス ギノウス(株) フジテック(株) ミナミ防災

通信工業 丸登電業(株) 岩井建設(株) 佐藤塗装 谷沢建設(株) 竹花組

片倉電機設備(株) 立見建設(株)

不動産・

物品賃貸

(株)USTRUST (株)オープンハウス (株)サンリーホーム (株)フロン

ティアインベストメント(株) ミニミニ(株) リブ(株) 群馬総合土地販

売(株) 日興タカラコーポレーション 茨城セキスイハイム(株) (株)カ

ネコ・コーポレーション ソネット(株)

スポーツマネジメントコース／スポーツトレーナーコース

卒業者数  226  名 ※9月卒業　1 名含む

企業名 企業名

製造

(株)ヤマヲ (株)昭和食品 (株)バンテック (株)シノテスト (株)ファー

ベスト (株)ホクエツ関東 明和ゴム工業(株) ヤマトドレス(株) 安斎

交易 JFEスチール(株) 西日本製鉄所 富士精螺(株) (株)メクトロン

(株)戸上電機製作所 東芝エレベータ(株) 鹿島エレクトロニクス(株)

しげる工業(株) テイ・エステック(株) 日新工業

飲食・宿泊
(合)戎や クォリティフーズ(株) よろづや観光(株) 西村珈琲(株) 巣

の鳥

水道・ガ

ス・電気
(株)JOMOプロ関東

生活関連

サービス

(株)ザ・フォウルビ (株)スターツ (株)フュービック (株)神奈中ス

ポーツデザイン ディーオージー(株) ライジングゼファー福岡 東京

グリーン富里カレドニアン(株) 東京体育機器(株) 舞子スノーリゾー

ト 福井ユナイテッド(株) 北海道日本ハムファイターズ

金融・保

険・証商
郡山信用金庫 JPアセット証券(株) 公務 警視庁 埼玉県警察 児玉郡広域消防本部 秋田県警察 仙台市消防局

情報・通信

(株)All Rise Group (株)blowout (株)DTS (株)アイグローブ (株)ア

クセス (株)アドバンスコープ (株)エフティーグループ (株)システム

プラン (株)ソルパック (株)ユー・エス・イー JTA(株) ラディックス

(株)

運輸
(株)サカイ引越センター (株)井ノ瀬運送 OMサポート(有) ヤマト運

輸(株) 関東運輸(株) 池田ピアノ運送(株) 北海道旅客鉄道(株)

医療・保健

福祉

あおぞら会つばさクリニック イムス富士見総合病院 (株)ウェルネ

スフロンティア (株)エムダブルエス日高 (株)縁グループ (株)木下の

介護 ケアリッツ・アンド・パートナーズ 児童養護施設いわき育英

社 児童養護施設　桑梓

卸・小売

(株)オンザコート (株)タック (株)佐勇 (株)富士薬品 駒田産業(株)

三洋商事(株) (株)ACN (株)BuySell Tecnorogies (株)No.1 (株)エー

ワン オートイワセ (株)エクセリ (株)オールフロンティア (株)カイ

ンズ (株) カブラキスポーツ (株)クスリのアオキホールディングス

(株)サンドラッグ (株)ジンズ (株)スズキ自販群馬 (株)タイヨー (株)

ツルヤ (株)トータス (株)ネクステージ (株)ビッグモーター (株)ヤ

オコー (株)関東マツダ (株)三和 (株)綿半ホームエイド アールビバ

ン(株) ゼビオホールディングス(株) ビッグモーター 加茂商事(株)

群馬トヨペット(株) 群馬自動車燃料販売(株) 太陽自動車(株) 中部自

動車販売(株) 栃木トヨタ自動車(株)

教育

さいたま市立土屋中学校（臨採） 学校法人明星学園私立浦和学院

高等学校 滑川町立月の輪小学校（臨採） 熊谷市立三尻小学校（臨

採） 佐野市立吉水小学校(臨採） 小川町立小川小学校（臨採） 福

島県立勿来工業高等学校（臨採） 上武大学(サッカー部コーチ）

(株)クーバー・コーチング・ジャパン AQUA Life沖縄 ザスパ草津ア

カデミー

複合

サービス

JAほこた JA上都賀 いるま野農業協同組合 熊本農業協同組合 生活

協同組合コープぐんま 生活協同組合コープみらい 兵庫六甲農業協

同組合 新岩手農業協同組合

柔道整復師コース

卒業者数 31名

企業名

(株)ナカタ電機 温井住設(株)

サービス

(株)Brave New World (株)BASE HR GROUP (株)LEAD (株)MSK

(株)プレステージ・インターナショナル山形BPOパーク (株)日本通

信サービス (株)平山 ALSOK群馬(株) J R東日本東北総合サービス

(株) ケービックス(株) セコム(株 )セントラル警備保障(株) レグセ

ントジョイラー(株) 永田紙業(株) 共同エンジニアリング(株)

医療・

保健福祉

小林病院 アーチフィジカルケアグループ ゆうあい整形外科  i Cure

テクノロジー(株) 三宅スポーツマッサージ かわうちはり灸整骨院

医療法人恒和会 関口病院 (株)ヒューマンアジャスト (株)プリマ

ベーラ しん接骨院 くすのき接骨院 (株)爽健グローバル 安藤接骨院

カラダラボ 経堂はなまる整骨院 あおぞら整骨院

(株)マーキュリー

東京福祉大学

生活関連

サービス
(株)イズミ

(株)フジカーランド上田 ネッツトヨタびわこ(株)

(株)ガルト



令和2年度 卒業生進路状況

高崎キャンパス

《看護学部》

 　 令和2年度４年生　在籍67名(男9・女58  )（出身：県内37・県外30）

    国家試験看護師結果：64名受験　合格61名　(95%)

　　進路希望：就職61名・進学1名・その他5名

　　就職内定61名/就職希望61名＝内定率100％　進学1名決定

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 9 9 100% 4 4 100% 5 5 100%

女 52 52 100% 19 19 100% 33 33 100%

合計 61 61 100% 23 23 100% 38 38 100%

〔おもな内定先〕

　　　　　県内病院等 　　　　　県外病院等

群馬大学医学部附属病院 国立がん研究センター

渋川医療センター 東京慈恵会医科大学附属病院

伊勢崎市民病院 東邦大学医療センター大森病院

伊勢崎佐波医師会病院 昭和大学病院

群馬県済生会前橋病院 日本医科大学病院

太田記念病院 聖マリアンナ医科大学病院

老年病研究所 東京都済生会中央病院

日高病院 獨協医科大学附属病院

榛名荘病院 獨協医科大学埼玉医療センター

利根中央病院 東北医科薬科大学病院

群馬リハビリテーション病院 神奈川県立病院機構

角田病院 横浜市立市民病院

群馬県（保健師） 深谷赤十字病院

富家病院

東京都目黒区（保健師）

新潟県見附市（保健師）

新潟県阿賀野市（保健師）

〔進学先〕

　埼玉医科大学（助産)

全体 県外病院等県内病院等

　令和3年5月1日現在



  令和3年5月1日現在

令和2年度 　卒業生進路状況

大学院　（高崎キャンパス）

≪経営管理研究科≫

卒業生5名(日本人4名・留学生1名)

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 5 5 100% 4 4 100% 1 1 100%

女 ー ー ー ー ー ー ー ー ー

計 5 5 100% 4 4 100% 1 1 100%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 5 4 1

進学 0 0 0

帰国 0 0 0

就職活動継続 0 0 0

その他 0 0 0

合計 5 4 1

〔就職先〕

企業名

情報通信 アプリデータシステム㈱

専門サービス 税理士法人　木村会計事務所・及川税理士事務所

手島税務会計事務所・サリーレ群馬税理士法人

全体 日本人 留学生

業種


