
  令和2年5月1日現在

令和元年度 　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91名   （日本人59名　 留学生32名） ※9月卒業 1名 (留学生）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 59 58 98% 49 48 98% 10 10 100%

女 12 12 100% 7 7 100% 5 5 100%

計 71 70 99% 56 55 98% 15 15 100%

　進路別人数

進路 全体 日本人 留学生

就職 70 55 15

進学 4 1 3

帰国 14 14

就職活動継続 1 1

その他 2 2

合計 91 59 32

〔おもな就職先〕

業種 業種

建設

専門ｻｰﾋﾞｽ

サービス

公務

その他

〔進学先〕上武大学大学院

今治市役所・さいたま市消防

製造

本田技研工業㈱・日東製鋼㈱・㈱日東電機製作
所・㈱ユーコポレーション・㈱大協精工・㈱若草
印刷・フジパングループ本社・㈱クリハラ・㈱ド
ンレミー・㈱シェリエ

情報通信 ㈱エム・オー・シー

金融
東和銀行・高崎信用金庫・しののめ信用金庫・利
根郡信用金庫

運輸
日本運輸㈱・㈱新井商運・東両毛通運㈱・
㈱シーエックスカーゴ

税理士法人本島事務所

ケービックス㈱・㈱日本経済広告社

㈱広島東洋カープ

飲食 ㈱スワン・㈱矢場とん・㈱あきんどスシロー

電気・ガス ㈱九南

全　　　体 留　学　生

企業名 企業名

石川建設㈱・㈱西原衛生工業所・メルティアグ
ループ㈱三栄建築設計

岩瀬産業㈱・㈱バイタルネット・中日本フード・
富士情報通信㈱・千葉スバル㈱・㈱タカラコーポ
レーション・㈱コバヤシ・クラフトスポーツ・㈱
クスリのマルエ

卸小売
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≪スポーツ健康マネジメント学科≫

希望 内定 内定率

男 197 191 97%

女 18 18 100%

計 215 209 97%

〔おもな内定先〕

業種 業種

〔おもな内定先〕

希望 内定 内定率 業種

男 25 24 96% 建設

女 3 2 67% 製造

計 28 26 93% 卸・小売

教育

サービス

建設
JFEシビル(株)、テクノプロ・コンストラクション(株)、(有)神
戸造園、(株)深谷組、(株)ブルーテクノ、松田建設工業(株)、藤
田エンジニアリング(株)

不動産・
物品賃貸

(株)オープンハウス、(株)ユニホー、(株)リヴトラスト、(株)大
倉、(株)木下不動産、ビューハウス(株)、日本住宅(株)、(株)三
幸、大東建託(株)、(株)アクティオ、(株)仙台銘板

◇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 230名 ※9月卒業 3名含む(就職希望2名）

企業名 企業名

水道・ガ
ス

・電気
藤田商事(株)

情報・通信
(株)スーパー・ブレーン、NCシステムソリューションズ(株)、
(株)Heart Full、(株)JWEBGATE、(株)オプティマイザー、マンダ
イシステムズ(株)

製造

(株)ヨコオデイリーフーズ、(株)ジャイド、(株)オーイケ、(株)
栗原、愛知製鋼(株)、青山鋼業(株)、大陽ステンレススプリング
(株)、イーケーエレベータ(株)、山洋電気テクノサービス(株)、
東芝エレベータ(株)、澤藤電機(株)、大和冷機工業(株)、不二越
機械工業(株)、古河電池(株)、Dynabook(株)、しげるテック
(株)、テイ・エステック(株)、本田技研工業(株)、アルインコ
(株)、コマニー(株)、(株)マルナカ、(株)エコ・プラン、セルコ
ム(株)

学術・専門 ベリーベスト法律事務所，NSSホールディングス(株)

飲食・宿泊
ヒルトン東京ベイ、(株)オーイズミフーズ、(株)日本ヒュウマッ
プ、(株)はま寿司、鮨 かねさか

(株)ビジネスソリューション、(株)パシフィックダイナーサービ
ス、(株)THINKフィットネス、(株)スポーツサンライズドットコ
ム、(特非)かがみいしスポーツクラブ、NEXUS(株)、RIZAP(株)、
(株)INSPA、(株)アクティブホールディングス、(株)ダンロップ
スポーツウェルネス、(株)マルハン、(株)ヤングリゾート、(株)
スイート・ピア、(株)栃木県民球団、群馬クレインサンダーズ、
ケイ・ネクスト(株)、アジアンブリーズ、高知ユナイテッド、ド
リームフットサルパーク、ブランデュー弘前FC、ラインメール青
森FC、高崎テニスクラブ、(株)zenplus、(株)BSCバディースポー
ツクラブ、(有)いむら体育教室、(株)総合体育研究所、GJスポー
ツ、(株)エフェクトプラン、Tonan前橋

富山地方鉄道(株)、北海道旅客鉄道(株)、(株)MSA、(株)立川運
輸、佐川グローバルロジスティクス(株)、佐川急便(株)、鮫川運
送(株)、日本通運(株)、日本郵便(株)

運輸

生活関連
サービス

卸・小売

(株)にしむら、中日本フード(株)、JFE商事薄板建材(株)、(株)
ヨコハマタイヤジャパン、ダンロップタイヤ中央(株)、パナソ
ニック産機システムズ(株)、フルテック(株)、蔵王産業(株)、長
野三菱電機機器販売(株)、富士ゼロックス群馬(株)、(株)バイタ
ルネット、(株)栗原医療器械店、(株)マルエツ、(株)ヤオコー、
(株)ジュン、(株)すずのき、(株)ステップ、(有)ハートマーケッ
ト、(株)浅間ミート、GNホールディングス(株)、エコラル(株)、
(株)くるま村、(株)ZEAL、(株)エクセリ、(株)スズキ自販群馬、
(株)ビッグモーター、(株)フューチャー・リレーション、(株)ネ
クステージ、トヨタカローラ高崎(株)、ネッツトヨタ高崎(株)、
九州三菱自動車販売(株)、広島トヨタ自動車(株)、長野日産自動
車(株)、東京スバル(株)、日産プリンス栃木販売(株)、(株)東京
インテリア家具、ウエルシア薬局(株)、カネボウビューティカウ
ンセリング(株)、(株)ヴィクトリア、(株)エービーシー・マー
ト、(株)えがお、(株)クスリのアオキ、(株)グリムス

医療・保健
福祉

(医)東上会 本多まこと歯科、(社福)恩賜財団済生会横浜市南部
病院、(社福)雀幸園、SOMPOケア(株)、(株)ウェルネスフロン
ティア、(株)木下の介護、グリーンライフ東日本(株)

複合ｻｰﾋﾞｽ 佐波伊勢崎農業協同組合

サービス

金融・保
険・証商

(株)東北銀行、(株)栃木銀行、(株)筑波銀行、コザ信用金庫、結
城信用金庫、松本信用金庫、城北信用金庫、JPアセット証券
(株)、(有) 飛翔、三井住友海上火災保険(株)（太田）

公務
川西町役場、益子町役場、警視庁、茨城県警察、横浜市消防局、
さいたま市消防局、鳴門市消防本部、十日町地域広域事務組合

(学)桐丘学園 桐生第一高等学校、安中市立第一中学校（臨時的
採用教員）、大阪府立今宮工科高等学校（臨時的採用教員）、湯
沢町立湯沢中学校（臨時的採用教員）、群馬県立渋川女子高等学
校（臨時的採用教員）、群馬県立二葉高等特別支援学校（臨時的
採用教員）、前橋市立芳賀小学校（臨時的採用教員）、福島市立
庭坂小学校（臨時的採用教員）、十日町市立水沢中学校（臨時的
採用教員

教育

エコモーション(株)、(株)アジアンリンク、Amilibre(株)、アド
バンスジャパン(株)、(株)アウトソーシングテクノロジー、(株)
アットキャド、(株)Everエフォート、(株)スキルプラザ、(株)
フェローズ、(株)マーキュリー、(株)平山、関東総合サービス
(株)、ALSOK群馬(株)、(株)オンザプラネット、(株)AREXY、
(株)E.PLANNING、(株)北関東警送サービス、(株)読売情報開発、
セルコム(株)

◇柔道整復師コース

ALSOK群馬(株)、アプコグループジャパン(株)

卒業者数 33名 ※9月卒業 1名含む(進路未定1名）

企業名

(株)スカイフィールドコーポレーション、(株)リック

(株)正英

カラダツクル(株)、日産部品栃木販売(株)

仙台市立中野中学校（臨時的採用教員）

医療・保健
福祉

すずらん鍼灸接骨院、上井草スポーツセンター整骨院、(株)共立
メディカル共立総合整骨院、小波津整体院夙川院、(株)スポーツ
＆ヘルスケア中井スポーツ整骨院、イートンはりきゅう接骨院北
久里浜院、 久喜ななつぼし整骨院・整体院、らくあ整骨院深谷
院、三河島鍼灸整骨院、(株)マーサメディカル、セントラル整骨
院宇都宮店、まつもと庄内鍼灸・整骨院、(株)按献舎、(株)ケイ
ズグループ、カラダサポート整骨院太田店、ムーヴアクション
(株)、にしざわ接骨院



令和元年度 卒業生進路状況

高崎キャンパス

《看護学部》

  卒業者84名(男15・女69)　

   国家試験看護師結果：　84名受験　　合格81名（96％）

   進路別人数：　就職81(男13・女68) 、決定　81名  内定率100% 

                 その他3

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 13 13 100% 4 4 100% 9 9 100%

女 68 68 100% 27 27 100% 41 41 100%

合計 81 81 100% 31 31 100% 50 50 100%

〔おもな就職先〕

　　　　　県内病院等 　　　　　県外病院等

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

群馬県立小児医療センター 富山大学附属病院

公立藤岡総合病院 順天堂大学医学部付属順天堂病院

公立富岡総合病院 日本大学医学部付属板橋病院

伊勢崎市民病院 聖マリアンナ医科大学病院

伊勢崎佐波医師会病院 東京都立病院

群馬県済生会前橋病院 東京都済生会中央病院

前橋赤十字病院 NTT関東病院

太田記念病院 彩の国東大宮メディカルセンター

榛名荘病院 行田総合病院

利根中央病院 上尾中央総合病院

田中病院 宇都宮病院

角田病院(看護師・保健師) 相澤病院

草津町役場(保健師) 佐久総合病院

横浜市少年自然の家　赤城林間学校 新潟市民病院

（臨時養護教諭） 大崎市民病院

竹田綜合病院

会津若松市役所(保健師)

柏崎市立中通小学校（養護助教諭）

全体 県外病院等県内病院等

　令和2年5月1日現在


