
  令和4年5月1日現在

令和３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114　名   （日本人70名　留学生44名）※秋卒1名(日1)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 68 67 99% 58 58 100% 10 9 90%

女 18 17 94% 5 4 80% 13 13 100%

計 86 84 98% 63 62 98% 23 22 96%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 84 62 22

進学 4 4 0

帰国 21 21

就職活動継続 2 1 1

その他 3 3 0

合計 114 70 44

〔おもな就職先〕

業種 業種

不動産

運輸 医療・福祉

公務

〔おもな進学先〕

　上武大学大学院

全　　　体 留　学　生

卸小売

建設

サービス

金融・保険

製造

情報通信

㈱日鋼サッシュ製作所・心栄産業㈱

㈱クライム、システム・アルファ㈱、コ
ンピュータサイエンス㈱

㈱BASE HR GROUP

福岡トヨタ㈱・日産プリンス長野販売
㈱・いすず自動車首都圏㈱・㈱ビッグ
モーター・群馬ビーエス㈱・㈱ヤマダデ
ンキ・㈱ベルク・㈱ヤオコー・㈱ツル
ヤ・㈱とりせん・㈱サンワ、㈱サン
コー・インダストリアル・オートメー
ション

㈱物語コーポレーション・㈱おおぎや
フーズ・くら寿司㈱・㈱ホテル1-2-3パー
トナーズ(前橋マーキュリーホテル)

㈱メモリード・㈱サニクリーン九州・ダ
イドービバレッジサービス㈱・㈱KSP

川越地区消防局

飲食・宿泊

企業名 企業名

城北信用金庫

ＭＥグループホールディングス・㈱TRUST

社会福祉法人希望館・かりがね福祉会(木
下の介護)

サン電子㈱・東邦工業㈱・エスビック
株・㈱富士精螺・㈱みまつ食品



令和3年度 卒業生進路状況 令和4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 171 159 93%

女 22 22 100%

計 193 181 94%

〔おもな就職先〕

業種 業種

〔おもな就職先〕

希望 内定 内定率 業種

男 13 12 92% 建設

女 7 6 86% 卸・小売

計 20 18 90%

　

公務

トヨタカローラ群馬(株)

(有)福島建業

不動産・

物品賃貸
ソネット(株)

サービス

医療・

保健福祉

(株)BESTメディカル，スマイルアンドサンキュー(株)，くまのみ整骨

院，ハート接骨院，あさひメディカルグループ，和心接骨院，(株)トリ

ニティ，医療法人社団順福会 えこだ駅前 山田整形外科，(株)エルフ

レッチェ，かみもとスポーツクリニック，町田スポーツマッサージ整骨

院，(株)ヒューマンアジャストplus，(株)Funtree

伊勢崎市消防本部

生活関連

サービス
(株)ティップネス

卒業者数 28 名 ※9月卒業　1名含む

企業名

(株)BASE HR GROUP，(株)アットキャド，(株)オン・ザ・プラネッ

ト，(株)サイリス，(株)サニクリーン甲信越，(株)シオンステージ，

(株)シムックス，(株)トライトエンジニアリング，(株)ビルネット，

(株)夢真，(株)群成舎，(株)青南商事，(株)平山ホールディングス，グ

ローバルライフ(株)，ジャパンエレベーターサービスホールディングス

(株)，東洋ワーク(株)，レイス(株)，青森綜合警備保障(株)，南信ビル

サービス(株)

卸・小売

(株)アイスコ，(株)イノベーションオブメディカルサービス，(株)エナ

ジックインターナショナル，(株)セキノ興産，(株)ヌクイ，(株)栗原医

療器械店，早見石材(株)，リコージャパン(株)，新明電材(株)，中村

オートパーツ(株)，(株)IDOM，(株)エービーシー・マート，(株)オール

フロンティア，(株)カスミ，(株)クスリのアオキホールディングス，

(株)コモディイイダ，(株)トップランク，(株)ネクステージ，(株)ビッ

グモーター，(株)フィールドフォース，(株)ベルク，(株)モトーレン埼

玉，(株)ヤオコー，(株)ヤマダホールディングス，(株)関東マツダ，

(株)九州ユーポス，(株)神戸マツダ，(株)日産サティオ群馬，阿部勝自

動車工業(株)，ネクステージ(株)，ネッツトヨタ埼玉(株)，ネッツトヨ

タ水戸(株)，ネッツトヨタ静浜(株)，九州三菱自動車販売(株)，札幌ト

ヨペット(株)，中部薬品(株)

公務
防衛省 陸上自衛隊，児玉郡市広域消防本部，金山町役場，警視庁，群

馬県警察，警視庁，埼玉県警察

金融・保険・

証商

(株)いーふらん，(株)栃木銀行，JPアセット証券(株)，あかぎ信用組

合，埼玉信用組合

アサヒロジスティクス(株)，(株)宮岡，つばさホールディングス(株)，

関東運輸(株)，グローロジスティクス(株)，(株)東邦運輸
運輸

(株)FC TIAMO，(株)FEEL CONNECTION，(株)JPF，(株)伊賀FCくノ

一三重，(株)ジョイパック，(株)トゥエンティーフォーセブン，(株)南

葛SC，(株)南大門ホールディングス，(株)ファクトリージャパングルー

プ，(株)ボディワークホールディングス，(株)中日ドラゴンズ，

BASE(バスケクラブチーム），NEXUS(株)，青森ワッツ(バスケクラブ

チーム），関東開発(株)，高知ファイティングドッグス(株)，東宝芸能

(株)

生活関連

サービス

柔道整復師コース

特定医療法人博仁会第一病院，(株)シーバー，社会福祉法人 征峯会，

(株)ベネッセスタイルケア，特別養護老人ホーム愛和苑，社会福祉法人

埼玉のぞみの園，アサヒサンクリーン(株)

複合

サービス

佐波伊勢崎農業協同組合，とうかつ中央農業協同組合，さいたま農業協

同組合

宇和島市立明倫小学校(常勤講師），戸田市立新曽北小学校(常勤講

師），新潟県立三条高等学校(臨採），神奈川県立平塚ろう学校，気仙

沼市立新城小学校，米沢市立北部小学校（常勤講師），大崎市立古川第

二小学校（常勤講師），(株)ティルウィンド，(株)赤城自動車教習所，

(株)スポーツストーリーズ

教育

情報・通信

(株)ネタもと，エスペランス(株)，(株)新興出版社啓林館，(株)エイト

ネットワークス，(株)DTS，(株)ナブアシスト，(株)あつまるホール

ディングス，IMF(株)，カーズ(株)

医療・保健

福祉

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 217名 ※9月卒業　1名含む

企業名 企業名

専門技術

サービス

飲食・宿泊
(株)ジェイキャスト，(株)ドトールコーヒー，(株)ライドオンエクスプ

レスホールディングス，(株)リキッド，(株)丸千代山岡家，(株)銚子丸

須部測量開発設計事務所

(株)共栄緑化，リベラルソリューション(株)，エコラル(株)，柏井建設

(株)，暁飯島工業(株)，小川シール，和宏体育施設(株)，ケイアイス

ター不動産(株)，日本プラスター(株)，(株)Lib Work，(有)菅原電気工

事，コンチネンタルホーム(株)，(株)エコ・プラン，藤田テクノ(株)，

(株)一条工務店，(株)アイ工務店，(株)ダイダン，北陸エレコン(株)

(株)アズ企画設計，積水ハウス不動産関西(株)，(株)オープンハウス，

(株)レアルエージェンシー，ユナイト(株)，(株)アンビションDXホール

ディングス，(株)群馬総合土地販売，ソネット(株)

不動産・

物品賃貸

建設

(株)六花亭，(株)ヨコオデイリーフーズ，(株)アヤべ洋菓子，富士山の

銘水(株)，東北シール工業(株)，(株)資生堂那須工場，石川金属機構

(株)，(株)ロキテクノ，グローリープロダクツ(株)，JR九州電気システ

ム(株)，小倉クラッチ(株)，(株)千代田製作所，(株)平野製作所

製造

水道・ガス・

電気
日本海ガス絆ホールディングス(株)，関彰商事(株)



令和3年度 卒業生進路状況

高崎キャンパス

《看護学部》

 　 令和3年度卒業生　94名  （男16・女78)　（出身：県内49・県外42）

    国家試験看護師結果：91名受験　合格91名　(100%)

　　進路希望：就職88名 （看護師85・保健師1・養護教諭2)

　　　進学3名・その他3名

　　就職内定88名 / 就職希望88名 ＝ 内定率100％　 進学3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 15 15 100% 6 6 100% 9 9 100%

女 73 73 100% 21 21 100% 52 52 100%

合計 88 88 100% 27 27 100% 61 61 100%

〔おもな就職先〕

　　　　　県内病院等 　　　　　県外病院等

群馬県立病院  埼玉医科大学病院

高崎総合医療センター 昭和大学横浜市北部病院

前橋赤十字病院 東海大学医学部付属病院

鬼石病院 獨協医科大学病院

群馬県前橋済生会病院 日本医科大学病院

伊勢崎市民病院　 自治医科大学附属病院　

太田記念病院 岩手県立病院

群馬中央病院 神奈川県立こども医療センター

黒沢病院 東京都済生会中央病院

日高病院 神奈川県済生会横浜市東部病院

善衆会病院 足利赤十字病院

角田病院 さいたま赤十字病院

東邦病院 亀田メディカルセンター

高崎中央病院 上尾中央総合病院

田中病院 行田総合病院

恵愛堂病院　 川﨑幸病院

埼玉森林病院

彩の国東大宮メディカルセンター

佐野厚生総合病院

佐久総合病院

西新潟中央病院

聖隷三方原病院

美里町役場 （保健師)

佐久長聖高等学校　(養護教諭）

［進学先］ 埼玉医科大学短期大学　専攻科(母子看護学専攻)

           高崎市医師会看護専門学校(助産学科)

全体 県外病院等県内病院等

　令和4年3月31日現在



  令和4年5月1日現在

令和3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12名(日本人7名・留学生5名)

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 8 7 88% 7 6 86% 1 1 100%

女 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%

計 8 7 88% 7 6 86% 1 1 100%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 7 6 1

進学 0 0 0

帰国 3 ー 3

就職活動継続 1 1 0

その他 1 0 1

合計 12 7 5

〔就職先〕

企業名

専門サービス 小峰豊税理士事務所・デロイトトーマツ税理士法人・かなた税理士法人・

髙橋美由紀税理士法人・根岸啓二税理士事務所

小売 大黒天物産㈱

全体 日本人 留学生

業種


