
2014年度　(2015年3月卒)　進学先　一覧 2015.9

№ 進学先学校名１ 課程等 学部/学科 学科/専攻 № 進学先学校名１ 学科 専攻
1 （専）　日本ホテルスクール 国際ホテル学科 ホテル科

1 東京外国語大学大学院 修士 総合国際学研究科 言語文化専攻言語・情報学研究コース 2 （専）ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ ｲﾝﾃﾘｱﾀﾞｻﾞｲﾝ科

2 筑波大学大学院 修士 ｼｽﾃﾑ情報工学研究科 知能機能ｼｽﾃﾑ専攻 3 （専）ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰﾂ東京 国際情報ビジネス学科

3 埼玉大学大学院 修士 4 (専)ニホン国際ＩＴカレッジ 国際ＩＴ科
4 香川大学大学院 修士 教育学研究科 教科教育専攻 5 （専）ニホン国際ITカレッジ 国際IT科
5 早稲田大学大学院 修士 創造理工学研究科 建築学専攻 6 （専）ﾋｺ･みづのｼﾞｭｴﾘｰｶﾚｯｼﾞ ﾌｧｯｼｮﾝ専門課程 ｼｭｰﾒｰｶｰ科ｼｭｰﾒｰｶｰｺｰｽ

6 早稲田大学大学院 修士 情報生産ｼｽﾃﾑ研究科 7 （専）ﾋｺみづのｼﾞｭｴﾘｰｶﾚｯｼﾞ ﾌｧｯｼｮﾝ専門課程 ｼｭｰﾒｰｶｰ科ｼｭｰﾒｰｶｰｺｰｽ

7 立教大学大学院 修士 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 8 (専)早稲田国際ビジネスカレッジ 国際教養学科 難関大学進学コース

8 立教大学大学院 修士 21世紀ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科 比較組織ﾈｯﾄﾜｰｸ学 9 (専)中野スクールオブビジネス 経営ビジネス科

9 法政大学大学院 修士 政治学研究科 国際政治学専攻 10 （専）東京アナウンス学院 放送声優科
10 法政大学大学院 修士 法学研究科 法律専攻 11 （専）東京アナウンス学院 放送声優科

11 拓殖大学大学院 修士 国際協力研究科 国際開発 12 (専)東京ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

12 帝京大学大学院 修士 経済学研究科経営学 13 ＣＡＤ製図（専） ＣＡＤビジネス科

13 目白大学大学院 修士 言語文化研究科 日本語・日本語教育専攻 14 HAL東京（専）
14 城西国際大学大学院 修士 国際ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ研究科 国際ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝ専攻 15 ＨＡＬ東京 ４年制ﾐｭｰｼﾞｯｸ
15 武蔵野大学大学院 修士 言語文化研究科 言語文化専攻言語文化ｺｰｽ(日本語教育) 16 ＪＴＢﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾎﾃﾙｶﾚｯｼﾞ 国際観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ訪日科

16 武蔵野美術大学大学院 修士 造形研究科 デザイン専攻写真コース 17 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ｶｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 国際ビシネス科

17 多摩美術大学大学院 修士 美術研究科 デザイン専攻ｸﾞﾗﾌｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ 18 グレッグ外語（専） 国際ビシネス学科

18 宝塚大学大学院 修士 ﾒﾃﾞｨｱ・造形研究科 ﾒﾃﾞｨｱ・ｺﾝﾃﾝﾂ専攻 19 グレッグ外語（専）新宿校 外国語
19 女子栄養大学 研究生 栄養学部 20 グレッグ外語（専）新宿校 外国語学科
20 城西大学大学院 研究生 経営学部 21 グレッグ外語（専）新宿校 外国語学科

21 愛国学園大学 研究生 人間文化学部 22 グレッグ外語（専）新宿校 外国語学科

22 山梨大学大学院 研究生 工学部 23 グレッグ外語（専）新宿校 国際ビジネス学科

23 早稲田大学大学院 科目等
履修生 創造理工学研究 建設工学専攻ｺﾝｸﾘｰﾄ工学研究 24 つくば自動車整備（専） 国際自動車整備士科

24 早稲田大学大学院 科目等
履修生 教育学研究科 25 ﾊﾘｳｯﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨ（専） ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科 ﾒｲｸ・ﾈｲﾙ・ｴｽﾃｺｰｽ

25 明治大学大学院 科目等
履修生 商学研究科 マーケティング 26 ﾊﾘｳｯﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨ（専） ﾄﾍﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科ﾒｲｸ・ﾈｲﾙ・ｴｽﾃｺｰｽ

26 早稲田大学大学院 科目等
履修生 基幹理工学研究科 器械科学専攻 27 ﾖｰｸｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ（専） ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ学科

28 浦和（専） 情報IT科
27 法学部法律科 29 秀林外語（専） 日越通訳・翻訳コース

28 商学部商学科商学総合ｺｰｽ 30 秀林外語（専） 日越通訳・翻訳コース

29 理工学部電気電子情報工学科 31 秀林外語（専） 日中通訳・翻訳学科

30 文学部人文社会学科 国文学 32 渋谷外国語（専） 国際ビジネス学科 日越通訳コース

31 経営学部 経営学科 33 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専）
32 情報理工学部 34 駿台法律経済&ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 法律執務学科
33 経済学部 国際経済学科 35 駿台法律経済&ビジネス（専） 法律実務学科
34 法学部 36 新宿情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門課程 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻

35 経済学部 商学部 37 新宿情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 情報ビジネス専門課程 情報ビジネス学科

36 工学部機械工学科 38 早稲田外語（専）
37 メディア学部 39 早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際教養学科 難関大学進学コース

38 芸術学部 アニメーション学科 40 早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際教養学科 難関大学進学コース

39 工学部 生命化学科 41 早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際教養学科 難関大学進学コース

40 社会福祉学部 社会福祉学科経営福祉専攻 42 早稲田国際ビジネスカレッジ 国際情報学科 理系大学進学コース

41 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 43 早稲田文理（専） ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾋﾞｼﾈｽ経営学科

42 国際関係学部 国際関係学科 44 早稲田文理（専） 日中英通訳・ガイド学科

43 経営学部 経営学科 45 早稲田文理（専） 日中英通訳・ｶﾞｲﾄﾞ学科

44 経営学部 経営学科 46 大原簿記学校 経理本科 ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻ｺｰｽ

45 経営学部 経営学科 47 大阪キャリナリー製菓調理（専） 製菓・製パン科 製菓&調理
46 48 中央法律（専） 国際貿易通関士学科

47 映画学部 映画学科 49 中野ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営ビジネス科

50 辻調理師（専） 調理師本科
48 経営総合学科 51 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝ・ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科
49 美容総合学科 国際美容ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 52 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科

53 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科
54 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科

91 会計ビジネス学科 55 東海学院文化教養（専） 教養学科
92 会計ビジネス学科 56 東海学院文化教養（専） 教養学科
93 照明ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ科 57 東海学院文化教養（専） 教養学科
94 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映像科 58 東海学院文化教養（専） 教養学科
95 音響技術科 59 東京ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ（専） ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ
96 音響芸術科 60 東京ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ（専） ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ ｺﾐｯｸｲﾗｽﾄ
97 ビジネス基礎専修課程 61 東京ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ（専） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ ｹﾞｰﾑﾌﾟﾗﾝﾅｰ
98 ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ専門課程 ウェルネスIT科 62 東京スクールオブビジネス 経営学科 流通・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ専攻

99 ビジネス基礎専修課程 63 東京ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ&ﾀﾞﾝｽ(専) 音楽ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ科 作曲家ﾃﾞﾋﾞｭｰ
100 ビジネス基礎専修課程 64 東京デザイナー学院 インテリアデザイン科 インテリアデザイン専攻

101 ビジネス基礎専修課程 65 東京デザイン（専） ｸﾞﾗﾌｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科

102 日本文化・ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修課程 66 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

103 国際ビジネス科 67 東京ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ 写真学科 ﾌｧｯｼｮﾝﾌｫﾄ専攻

104 国際ビジネス科 68 東京ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ製菓調理（専） パティシエ科
105 国際ビジネス学科 69 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ（専） 情報ビジネス科
106 国際情報ビジネス科 70 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ（専） 情報ビジネス科
107 国際情報ビジネス科 71 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ（専） 情報ビジネス科
108 国際情報ビジネス科 72 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ（専） 情報処理科
109 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科 73 東京モード学園 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

110 国際情報ビジネス科 74 東京モード学園 モード基礎学科
111 国際情報ビジネス科 75 東京外語（専） 通訳翻訳科日中コース

112 国際情報ビジネス科 76 東京眼鏡（専） 第一眼鏡学科
113 国際情報ビジネス科 77 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営科 国際貿易コース１部

114 国際情報ビジネス科 78 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科 国際貿易コース

115 国際情報ビジネス科 79 東京国際ビジネスカレッジ 国際経営学科 国際貿易コース

116 製パン技術学科 80 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 Business English & Japanese Business Cultureｺｰｽ

117 製菓技術学科 81 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 日越ﾋﾞｼﾞﾈｽ通訳翻訳コース

118 アニメーション科 82 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

119 アニメーション科 83 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科 国際経営ビジネスコース

120 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ科 84 東京心理音楽療法福祉（専） 音楽療法学科
121 ゲーム制作科 85 東京心理音楽療法福祉（専） 介護福祉学科
122 電子応用工学 86 東京日建工科（専） 建築CADビジネス科

123 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲｾﾝｽ科 87 東京福祉保育（専） 国際ヒジネス学科

124 88 東京豊島IT医療（専） ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ学科

125 Ⅰ部ﾌｧｯｼｮﾝ流通専門課程 ﾌｧｯｼｮﾝ流通科 89 東京豊島IT医療福祉（専） ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ学科

126 Ⅰ部服飾専門課程 服飾科 90 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ学科

駒澤大学

大学院、大学、短大 専門学校＊（専）

大学院＜修士課程、研究生、科目（科目等履修生＞

（４年制）大学
慶應義塾大学
同志社大学
中央大学
中央大学
立命館大学
立命館大学
東洋大学

愛知産業大学

駒澤大学
神奈川大学
東京工科大学
東京工芸大学
東海大学
東京福祉大学
至誠館大学
東京国際大学
日本経済大学
日本経済大学
日本経済大学

日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ（専）

日本映画大学
短期大学

東京経営短期大学
山野美容芸術短期大学

東京豊島ＩＴ医療福祉（専）

東京豊島IT医療福祉（専）

東放学園（専）
東放学園映画（専）
東放学園音響（専）
東放学園音響（専）
日本ｳｪﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学

日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校

日本ウェルネススポーツ大学

日本ウェルネススポーツ大学

日本ウエルネススポーツ大学

日本ウエルネススポーツ大学

日本医療ビジネス大学校

日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校

日本電子（専）

日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ビジネス大学校

日本医療ビジネス大学校

日本菓子（専）
日本製菓（専）
日本電子（専）
日本電子（専）
日本電子（専）
日本電子（専）

日本電子（専）
日本電子（専）
文化服装学院
文化服装学院 東京豊島IT医療福祉（専）


