
平成29年度 進路決定状況   平成30年5月1日現在

≪スポーツ健康マネジメント学科≫
卒業者数　227 名   （日本人 224　名　留学生　3　名） ※9月卒業　2名(留学生1名)含む

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率
男 203 191 94% 202 190 94% 1 1 100%
女 14 13 93% 13 12 92% 1 1 100%
計 217 204 94% 215 202 94% 2 2 100%

〔おもな内定先〕
業種 業種

≪国際ビジネス学科≫
卒業者数98名   （日本人　43名　 留学生54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 48 46 96% 28 26 93% 20 20 100%
女 20 18 90% 12 10 83% 8 8 100%
計 68 64 94% 40 36 90% 28 28 100%

〔おもな内定先〕
業種 業種

建設

金融

不動産・
物品賃貸

飲食・宿泊

教育

サービス

公務

〔進学先〕

　群馬大学大学院(社会情報学研究科)・上武大学大学院(経営管理研究科)

医療・保健
福祉

（医）ひらまつ病院 （医）浩洋会　田中病院 (株)ケッズトレー
ナー にしざわ接骨院 (株)日本ケアストラテジー ひらい接
骨院 ル・ソレイユ(株) (株)メディープロ　前原鍼灸接骨院
(社福)尚生会 (有)ケアサービス・アオヤマ （財）太田総合病
院付属　太田西ノ内病院 おおしま接骨院 （株）more （合）
フォレスト 足利接骨院 (医)隆靖会　墨田中央病院

 (株)ステータス (株)デュアルタップ (株)ミニミニ (株)総研
ホールディングス (株)木下不動産 リベラルソリューション
(株) (株)ＭＤＩ (株)リヴトラスト 東急リバブル(株) アラマーク
ユニフォームサービス(株)  (株)ＮＩＴＴＯ (株)君津住宅

不動産
物品賃貸

(株)はま寿司 (株)ジェイグループホールディングス  (株)共
立メンテナンス アパグループ(株)  (有)荻野屋 豚さんち

飲食・宿泊

よつば児童クラブ  上武大学(サッカー部コーチ) 栃木県立
足利工業高校（臨採実習助手） 高崎健康福祉大学高崎高
等学校 青森県立三沢高校（臨時採用） 前橋市立第六中
学校(臨時採用） 小山城南中学校(臨時採用） 伊勢崎市立
広瀬小学校(臨時採用） 広島市立船越中学校(非常勤） 伊
勢崎市立境東小学校(育休補助）

教育

金融・保
険・証商

十八銀行 愛媛銀行 あぶくま信用金庫 広島県信用組合
大地みらい信用金庫 大東京信用組合 但陽信用金庫 銚
子信用金庫 ほけんの窓口グループ(株) 両備信用組合

建設

（有）楽屋 (株)深谷組 (株)ノーブルホーム (株)ヤマダ・ウッドハ
ウス (株)エコ・プラン 積水ハウス(株) アイデックス(株) (株)長建
産業 (株)郡山塗装 （株）日本ハウスホールディングス (株)藤
工事 (株)システック・エンジニアリング

製造

情報・通信
(株)ＧＥＮＯＶＡ スターティアラボ(株) メディウム(株) (株)エ
スケーシー

運輸 日本通運(株) (株)加瀬倉庫

卸・小売

(株)アイズ・カンパニー ジャパン・フード・サプライ(株) 東澤
商事(株) (株)ＢＬＡＳＴ 岩瀬産業(株) （有）サワダデンキ 関
東総合資材（株） (株)バイタルネット (株)栗原医療器械店
(株)新生紙パルプ商事 (株)ヤオコー 生活協同組合コープ
ぐんま (株)メガスポーツ （有）ハタヤスポーツ(株)えがお
ホールディングス  (株)ＩＤＯＭインターナショナル (株)ケー
ユーホールディングス (株)たけのうち電器 (株)ネクステージ
(株)ビックモーター (株)ベイシア電器 スズキ自販埼玉(株)
トヨタカローラ群馬(株) ネッツトヨタ東京(株) 熊本トヨペット
(株) 群馬トヨペット(株) 埼玉トヨペット(株) 長野ヤナセ
AG(株) 日産プリンス群馬販売(株) (株)サイサン (株)富士
薬品 ＪＸ－ＥＮＥＯＳ アイコミュニケーション(株) 二木ゴルフ
(株)ワールドツール DMCくろがねや(株) (株)ビックカメラ 渡
辺パイプ(株) (株)カワチ薬品 （同）ＥＣＩＮ

複合ｻーﾋ゙ｽ夢みなみ農業協同組合

サービス
(株)ＭＥＲＣＵＲＹ (株)セントメディア (株)ユース ランスタッド
(株) 読売情報開発(株)

生活関連
サービス

さがみ典礼 (株)ＬＡＶＡ International (株)アムズプロジェク
ト (株)オリエンタルリゾートアソシエイツ (株)スポーツクラブ
ヴィテン (株)ビーコム (株)フジ　スポーツ＆フィットネス (株)
直島文化村 ＮＥＸＵＳ(株) テニスカレッジやよい台 東急ス
ポーツシステム(株) 武蔵ヒートベアーズ (株)阪神タイガース
(株)シリウス (株)THINKフィットネスゴールドジム 石井テニス
アカデミー CECジャパン(株)

法務省矯正局(刑務官） 宮城県警察 群馬県警察 埼玉県
警察 警視庁 山形県警察 新潟県警察 千葉県警察 栃木県
警察 兵庫県警察 石巻地区広域行政事務組合消防本部
栃木市消防本部 川口市役所 酒田地区広域行政組合消
防本部

水道・ガス
・電気

(株)サンワ 日東物産(株)

(株)西原商会  伊藤製パン(株) (株)ボルトン デンカ(株)
(株)ＫＵＭＡＧＡＹＡ (株)シバタ ＪＥスチール(株) アルバック
成膜(株) 太陽スプリングスステンレス(株) 住友電工(株)
(株)不二サッシ九州 富士発條(株) (株)山岸製作所 (株)ア
クティオ (株)小森コーポレーション  (株)平山 本田技研工
業(株) (株)ドーム (株)ミロク工芸 (株)深井製作所 (有)中山
工芸 (株)東芝 新日本テレコム（株）

運輸 日本運輸㈱・名正運輸㈱

ＪＡ甘楽富岡・埼玉ひびきの農業協同組合・公益財団法人
山梨県体育協会・ ＮＥＸＵＳ㈱・日本空調サービス㈱

新郷村役場(青森県)

製造

ジャパンフリトレー㈱・㈱エムアイフーズ・㈱日本プラスト・森
六テクノロジー㈱・日本電産サーボ・㈱日東電機製作所・㈱
サンコー・インダストリアル・オートメーション・㈱千代田製作
所・新栄工業㈱

水戸信用金庫

全　　　体

企業名 企業名

㈱ニッパンレンタル

情報通信 ㈱ピーエスシー・㈱シー・シーエス
㈱ぐんま安全教育センター

全　　　体 留　学　生

企業名

㈱丸千代山岡家

学術・専門
(株)アスクルパートナーズ アクリーコンサルティング(株) 荒
井会計事務所 アプコグループジャパン(株)

公務

㈱ベイシア・㈱クスリのアオキ・㈱長野県Ａ・コープ・㈱ヨドバ
シカメラ・ネッツトヨタ栃木㈱

日　本　人 留　学　生

企業名

竹澤建材工業㈱・関東ホーチキ㈱
卸小売



平成29年度 卒業生進路決定状況

高崎キャンパス

《看護学部》

　　卒業者数　85名　※9月卒業1名含む （県内出身：44名、県外出身41名)

　　　就職希望　82名　決定82名　(100%)

希望 内定 内定率 希望 内定 内定率 希望 内定 内定率

男 17 17 100% 7 7 100% 10 10 100%

女 65 65 100% 29 29 100% 36 36 100%

合計 82 82 100% 36 36 100% 46 46 100%

〔おもな内定先〕

　　　　　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 自治医科大学さいたま医療センター

渋川医療センター 筑波大学附属病院

公立富岡総合病院 日本医科大学附属病院

伊勢崎市民病院 東京慈恵会医科大学附属病院

桐生厚生病院 埼玉医科大学病院

群馬県済生会前橋病院 昭和大学江東豊洲病院

前橋赤十字病院 東京都済生会中央病院

太田記念病院 さいたま赤十字病院

群馬中央病院 埼玉石心会病院

高崎中央病院 彩の国東大宮メディカルセンター

利根中央病院 行田総合病院

沼田脳神経外科循環器科病院 佐久総合病院

東邦病院 長野松代総合病院

くすの木病院 山梨県立病院

鶴谷病院 新潟市民病院

田中病院 宮城厚生協会

角田病院

上野村役場（保健師）

〔進学先〕

広島国際大学(助産学専攻科)

全体 県外県内

　平成30年5月1日現在


