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№ 種別 学校名 学部/学科 学科/専攻 № 学校名 学科/専攻

1
大学院
（博士）

東京理科大学大学院 理学研究科 物理学専攻 1 ＣＡＤ製図専門学校 ＣＡＤビジネス科

2
大学院
（修士） 東京大学大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 2 ＣＡＤ製図専門学校 CADCG科

3
大学院
(修士)

神奈川大学大学院 工学研究科 応用化学専攻 3 Fuji LanguageSchool

4
大学院
(修士)

大東文化大学大学院 スポーツ・健康科学研究科 スポーツ・健康科学専攻 4 グレッグ外語専門学校 国際ビジネス学科

5
大学院
(修士)

東京国際大学大学院 経済学研究科 5 グレッグ外語専門学校新宿校 国際ビジネス学科

6
大学院
(修士) 日本大学大学院 商学研究科 商学専攻 6 グレッグ外語専門学校新宿校 国際ビジネス学科

7
大学院
(修士)

日本女子大学大学院 人間社会研究科 社会福祉学専攻 7 秀林外語専門学校 日中通訳翻訳学科

8
大学院
（修士）

東京芸術大学大学院 音楽研究科 邦楽専攻 8 東京アニメ・声優専門学校 アニメ総合制作科

9
大学院
(修士)

国士舘大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 9 東京国際福祉専門学校 国際福祉ビジネス学科

10 大学院
(修士) 武蔵野大学 言語文化研究科 言語文化専攻 10 東京ビジネス外語カレッジ グローバルビジネス学科

11 大学院
（修士） 城西大学大学院 経営学研究科 11 ﾊﾘｳｯﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨ専門学校 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科

12 大学院
（修士） 上智大学大学院 文学研究科 比較文明学専攻 12 ﾖｰｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ専門学校 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

13 大学院
(修士)

女子美術大学大学院 美術研究科 ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻修士課程ﾋｰﾘﾝｸﾞ 13 浦和専門学校 情報IT科

14 大学院
（修士） 中央大学大学院 総合政策研究科 総合政策専攻 14 浦和専門学校 情報IT科

15 大学院
(修士)

東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 15 国際情報経済専門学校 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報処理科

16 大学院
(修士)

東京工科大学大学院 バイオ・情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 16 秀林外語専門学校 日越通訳・翻訳コース

17 大学院
（修士） 目白大学大学院 国際交流研究科 国際交流専攻 17 秀林外語専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

18 大学院
（研究生） 一橋大学大学院 商学研究科 18 秀林外語専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

19 大学院
（研究生） 筑波大学大学院 数理物質科学研究科 19 渋谷外国語専門学校 国際ビジネス学科

20 大学院
（研究生） 筑波大学大学院 システム情報工学研究科 20 渋谷外国語専門学校 国際ビジネス

21 大学院
（研究生） 埼玉工業大学 工学部 情報システム学科 21 渋谷外国語専門学校 国際ビジネス

22 大学院
（研究生） 静岡大学大学院 教育学研究科 学校教育研究専攻 22 駿台外語＆ビジネス専門学校 外国語専門課程　語学専科

23 大学院
（研究生） 静岡大学大学院 教育学研究科 学校教育研究専攻 23 駿台外語＆ビジネス専門学校 外国語専門課程

24 大学院
（研究生）

名古屋学院大学大学院 外国語研究科 24 駿台外語＆ビジネス専門学校 外国語専門課程

25 大学院
（研究生） 目白大学大学院 言語文化研究科 中国・韓国言語文化専攻 25 駿台電子情報＆ビジネス専門学校 電子専門課程情報処理専科

1 大学 国立愛媛大学 工学部 電気電子工学科 26 尚美ミュージックカレッジ専門学校 ポップスコンテンポラリー学科

2 大学 国立山形大学 地域教育文化学部 地域教育文化学科 27 新宿情報ビジネス専門学校 情報ビジネス学科
3 大学 公立大阪市立大学 工学部 建築学科 28 千葉モードビジネス専門学校 国際ビジネス科
4 大学 東京国際大学 商学部 経営学科 29 千葉日建工科専門学校 建築CAD技術科
5 大学 東京国際大学 30 専門学校デジタルアーツ東京 国際情報ビジネス学科
6 大学 日本大学 文理学部 哲学科 31 専門学校ﾋｺ・みづのｼﾞｭｴﾘｰｶﾚｯｼﾞ ジュエリーデザイン科
7 大学 明海大学 経済学部 経済学科 32 専門学校中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
8 大学 明治大学 33 専門学校中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
9 大学 近畿大学 建築学部 建築学科 34 専門学校東京アナウンス学院 放送声優科
10 大学 駒澤大学 経済学部　 商学科 35 専門学校東京工科自動車大学校 工業専門課程　自動車整備科

11 大学 上智大学 法学部　 国際関係法学科 36 早稲田外語専門学校 総合英語学科
12 大学 上武大学 ビジネス情報学部 国際ビジネス学科 37 早稲田外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 中国語学科
13 大学 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 38 早稲田文理専門学校 スマートフォン・アプリ制作学科

14 大学 西武文理大学 サービス経営学部 39 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科
15 大学 専修大学 商学部 会計学科 40 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科
16 大学 専修大学 経済学部 経済学科 41 早稲田文理専門学校 ビジネス起業経営学科
17 大学 大阪工業大学 情報科学部 情報ネットワーク学科 42 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科
18 大学 中央学院大学 商学部 商学科 43 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科
19 大学 中央大学 理工学部 経営システム工学科 44 早稲田文理専門学校 日中英通訳・ガイド学科
20 大学 中央大学 経済学部 国際経済学科 45 中央情報専門学校 Webビジネス学科
21 大学 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 46 中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
22 大学 東京農業大学 国際食料情報学部 国際バイオビジネス学科 47 中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科
23 大学 東京富士大学 経営学部 経営学科 48 辻調理師専門学校 調理技術マネジメント学科
24 大学 東洋大学 国際地域学部 国際地域学科 49 鶴見ファッション・ビジネス専門学校 ニットファッション科
25 大学 日本経済大学 経済学部 経営学科 50 鶴見ファッションビジネス専門学校 ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科
26 大学 日本経済大学 経済学部 経営学科 51 東海学院文化教養専門学校 教養学科
27 大学 日本経済大学 経済学部 経営学科 52 東海学院文化教養専門学校 教養学科
28 大学 日本経済大学 経済学部 経営学科 53 東海学院文化教養専門学校 教養学科
29 大学 日本体育大学 体育学部 体育学科 54 東京ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校 マンガ・イラスト学科
30 大学 日本大学 文理学部 教育学科 55 東京スクール・オブ・ビジネス 経営学科
31 大学 武蔵大学 経済学部 56 東京スクール・オブ・ビジネス 経営学科
32 大学 明海大学 経済学部 経済学科 57 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ専門学校 IT・デザイン科
33 大学 明治学院大学 国際学部 国際学科 58 東京デザイン専門学校 インテリアデザイン科
34 大学 立命館大学 文学部 人文学科 59 東京デザイン専門学校 マンガ科
1  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 60 東京デザイン専門学校 グラフィックデザイン科
2  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 61 東京ビジネス外語カレッジ 国際コミュニケーション学科

3  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 62 東京マルチメディア専門学校 情報ビジネス科
4  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 63 東京マルチメディア専門学校 情報ビジネス科
5  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 64 東京マルチメディア専門学校 情報ビジネス科
6  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 65 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ専門学校 情報ビジネス科
7  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 66 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ専門学校 ﾓﾊﾞｲﾙ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ科
8  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 67 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ専門学校 情報ビジネス科
9  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 68 東京モード学園 ﾌｧｯｼｮﾝ専門課程
10  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 69 東京国際ビジネスカレッジ 国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

11  大学（別科） 日本ウェルネススポーツ大学 70 東京国際ビジネスカレッジ 国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科
71 東京国際福祉専門学校
72 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科
73 東京製菓学校 第１部製菓専門課程洋菓子本科

87 専門 日本外国語専門学校 74 東京製菓学校 第１部洋菓子本科
88 専門 日本外国語専門学校 75 東京日建工科専門学校 建築CAD技術科
89 専門 日本健康医療専門学校 76 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科
90 専門 日本健康医療専門学校 77 東京福祉保育専門学校 国際ビジネス学科
91 専門 日本工学院専門学校 78 東京法律専門学校 法律学科
92 専門 日本電子専門学校 79 東放学園音響専門学校 音響技術科
93 専門 服部栄養専門学校 80 東放学園音響専門学校 音響技術科
94 専門 服部栄養専門学校 81 日商簿記三鷹福祉専門学校

95 専門 服部栄養専門学校 82 日本デザイナー学院 デザイン専門課程Ⅰ部
96 専門 服部栄養専門学校 83 日本ホテルスクール 国際ホテル学科
97 専門 文化外国語専門学校 84 日本医療ビジネス大学校(専門課程) 国際情報ビジネス科
98 専門 文化服装学院 85 日本外国語専門学校 日中通訳翻訳科
99 専門 文化服装学院 86 日本外国語専門学校 日本語ビジネス科

大学及び大学院 専門学校

留学生別科日本文化・ビジネス専修課程

留学生別科ビジネス基礎
留学生別科ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎専修課程
留学生別科ビジネス基礎専修課程
留学生別科日本文化・ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修課程

留学生別科国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修課程
留学生別科国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修課程
留学生別科国際ビジネス
留学生別科ビジネス基礎
留学別科ビジネス基礎
留学生別科日本文化・ビジネス

日韓・日中通訳翻訳専科
日本語ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
ライフデザイン学科
ライフケア学科

日本語通訳ビジネス科
Ⅰ部ﾌｧｯｼｮﾝ流通専門課程
Ⅰ部ﾌｧｯｼｮﾝ流通専門課程

マンガ・アニメーション科
ゲーム制作科
調理ﾊｲﾃｸﾆｶﾙ経営学科
調理ﾊｲﾃｸﾆｶﾙ経営学科
調理ハイテクニカル経営学科
調理ハイテクニカル経営学科


