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№ 課程 学校名称 学部/学科 学科（専攻） № 学校名称 学科/専攻/コース

1 修士 一橋大学 商学研究科 研究者養成ｺｰｽ 1  (専)ＨＡＬ東京 ﾐｭｰｼﾞｯｸ学部
2 修士 東京工業大学 総合理工学研究科 環境理工学創造 2 （専）HAL東京 ｹﾞｰﾑ学部
3 修士 学習院女子大学 国際文化交流研究科 国際文化交流専攻 3 (専)ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ ｲﾝﾃﾘｱｱｰｷﾃｸﾁｭｱ&ﾃﾞｻﾞｲﾝ科
4 修士 金沢美術工芸大学 美術工芸研究科 ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 4 (専)ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
5 修士 国士舘大学 経営学研究科 経営学専攻 5 (専)ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
6 修士 城西国際大学 人文科学研究科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ専攻 6 （専）ﾄﾖﾀ東京自動車大学校 自動車整備科
7 修士 早稲田大学 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究科 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究専攻 7 (専)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
8 修士 中央大学 法学研究科 民事法専攻 8 (専)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
9 修士 東洋大学 国際地域学研究科 国際地域学専攻 9 (専)早稲田国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際情報学科理系大学進学ｺｰｽ

10 修士 同志社大学 ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 10 (専)中野ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ科
11 修士 明治大学 商学研究科 商学専攻 11 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 ｱｰﾄ科ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専攻
12 専門職 青山学院大学 国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 12 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
13 専門職 明治大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ専攻 13 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科雑誌編集ﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻

14 研究生 東京大学 総合文化研究科 広域科学専攻広域ｼｽﾃﾑ科学系 14 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ科3DCG専攻
15 研究生 東京外国語大学 国際社会学研究院 言語文化学部 15 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ科ｹﾞｰﾑｲﾗｽﾄ専攻
16 研究生 茨城大学 人文学部 16 （専）東京ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院 映像ﾃﾞｻﾞｲﾝ科3DCG専攻
17 研究生 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科 17 (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日中医療通訳ｺｰｽ

18 研究生 愛国学園大学 人間文化学部 人間文化学科 18 （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英語ｷｬﾘｱｺｰｽ
19 研究生 城西大学 経営学部 19 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ学科
20 研究生 城西大学 経営学部 20 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ﾌｧｯｼｮﾝ技術学科
21 聴講生 明治大学 商学研究科 21 （専）東京ﾓｰﾄﾞ学園 美容学科
22 聴講生 明治大学 商学研究科 22 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ﾒｲｸ･ﾈｲﾙ学科

23 科目等履修生 早稲田大学 政治学研究科 一般科目等履修生 23 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ学科

24 （専）東京経理綜合学院 経理本科ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

25 (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 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

№ 課程 学校名称 学部/学科 学科（専攻） 26 (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 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

1 大学 東京大学 教養学部理科一類 27 （専）日本ｽｸｰﾙ・ｵﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営学科会計ﾌｧｲﾅﾝｽ専攻財務・経理ｺｰｽ

2 大学 熊本大学 文学部 歴史学科 28 (専)日本ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 鉄道・ﾄﾗﾍﾞﾙ学科ﾄﾗﾍﾞﾙｺｰｽ昼間部
3 大学 埼玉大学 教養学部 教養学科 29 CAD製図（専） CAD CG科
4 大学 北見工業大学 情報電気ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ系 30 CAD製図（専） CADﾋﾞｼﾞﾈｽ高度専門士科
5 大学 名桜大学 国際学群 31 TES東京英語（専） 総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
6 大学 開智国際大学 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学部 総合経営学科 32 ｺﾛﾑﾋﾞｱ･ﾌｧｯｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ 専門課程研究科
7 大学 開智国際大学 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ学部 人間心理学科 33 つくば自動車整備（専） 国際自動車整備士科
8 大学 学習院女子大学 国際文化交流学部 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 34 ﾊﾘｳｯﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨ（専） ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科ﾋﾞｭｰﾃｨﾍﾞｰｼｯｸｺｰｽ
9 大学 埼玉工業大学 工学部 機械工学科機械工学専攻 35 ﾔﾏﾄﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） ﾃﾞｻﾞｲﾝ科

10 大学 至誠館大学 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 36 浦和（専） 情報IT科
11 大学 至誠館大学 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 37 横浜ｼｽﾃﾑ工学院（専） 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科情報ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ(午前ｸﾗｽ)

12 大学 尚美学園大学 総合政策学部 総合政策学科 38 外語ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科
13 大学 湘南工科大学 工学部 機械工学科 39 国際ﾃﾞｭｱﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 国際ﾎﾃﾙ学科
14 大学 神奈川大学 経営学部 国際経営学科 40 国際電子会計（専） 国際電子経営本科
15 大学 青山学院大学 文学部 ﾌﾗﾝｽ文学科 41 渋谷外国語（専） 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
16 大学 足利工業大学 工学部 創生工学科建築・土木分野 42 駿台ﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾎﾃﾙ（専） 国際観光専科ﾎﾃﾙ&ﾋﾞｼﾞﾈｽ(日本語強化)ｺｰｽ

17 大学 足利工業大学 工学部 創生工学科機械分野 43 真野美容（専） ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨ科留学生ｺｰｽ
18 大学 第一工業大学 工学部 情報電子ｼｽﾃﾑ工学科 44 神奈川経済（専） 商業経済学科
19 大学 第一工業大学 工学部 情報電子ｼｽﾃﾑ工学科 45 専修学校中央ｾﾞﾐﾅｰﾙ 人文系進学総合学科
20 大学 中央大学 経済学部 国際経済学科 46 大原簿記学校 商経理本科学科ﾋﾞｼﾞﾈｽ日本語ｺｰｽ
21 大学 中央大学 経済学部 経済学科 47 中央情報（専） IT・WEB学科
22 大学 東海大学 観光学部 観光学科 48 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
23 大学 東京工芸大学 芸術学部 映像学科 49 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
24 大学 東京国際大学 商学部 商学科 50 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
25 大学 東京国際大学 商学部 経営学科 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
26 大学 東京富士大学 経営学部 経営学科 52 東海学院文化教養（専） 教養学科
27 大学 東洋大学 社会学部 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 53 東京ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ（専） ﾏﾝｶﾞ･ｲﾗｽﾄ学科ｷｬﾗｸﾀｰﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ
28 大学 東洋大学 社会学部 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 54 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ（専） ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科
29 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 55 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ（専） ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ科
30 大学 日本大学 法学部 公共政策学科 56 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝ（専） ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ科
31 大学 日本大学 生物資源科学部 食品生命学科 57 東京観光（専） ｴｱﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ学科ｷｬﾋﾞﾝｱﾃﾝﾀﾞﾝﾄｺｰｽ
32 大学 文化学園大学 現代文化学部 国際文化・観光学科 58 東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際言語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科Business English & Japanese Business Cultureｺｰｽ

33 大学 法政大学 社会学部 ﾒﾃﾞｨｱ社会学科 59 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
34 大学 明海大学 経済学部 経済学科 60 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
35 大学 明海大学 経済学部 経済学科 61 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
36 大学 明治大学 理工学部 建築学科 62 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

37 学部
研究生 東京福祉大学 社会福祉学部 (経営福祉) 63 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

38 学部
研究生 東京福祉大学 社会福祉学部 （経営福祉） 64 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

39 学部
研究生 東京福祉大学 社会福祉学部 （経営福祉） 65 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

40 学部
研究生 東京福祉大学 社会福祉学部 （経営福祉） 66 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科国際経営ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

41 留学生
別科 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 日本文化・ﾋﾞｼﾞﾈｽ専修課程 67 東京商科・法科学院（専） 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

№ 種別 学校名称 学科/専攻/コース 68 東京商科・法科学院（専） ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科事務・経理ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

87 専門 日本外国語（専） 69 東京商科法科学院（専） 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
88 専門 日本工学院八王子（専） 70 東京心理音楽療法福祉（専） 環境ﾋﾞｼﾞﾈｽIT科
89 専門 日本工学院八王子（専） 71 東京心理音楽療法福祉（専） 福祉ﾋﾞｼﾞﾈｽＩＴ学科
90 専門 日本工学院八王子（専） 72 東京心理音楽療法福祉（専） 介護福祉学科
91 専門 日本電子（専） 73 東京心理音楽療法福祉（専） 介護福祉学科
92 専門 日本電子（専） 74 東京心理音楽療法福祉（専） 福祉ﾋﾞｼﾞﾈｽIT科
93 専門 日本電子（専） 75 東京日建工科（専） 建築CADﾋﾞｼﾞﾈｽ科
94 専門 日本電子（専） 76 東放学園（専） 放送芸術科
95 専門 日本電子（専） 77 東放学園（専） 放送技術科
96 専門 日本電子（専） 78 東放学園映画（専） 映画制作科
97 専門 柏木実業（専） 79 東放学園映画（専） ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映像科
98 専門 富士国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 80 東放学園音響（専） 音響技術科
99 専門 文化外国語（専） 81 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
100 専門 文化服装学院 82 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
101 専門 文化服装学院 83 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
102 専門 文化服装学院 84 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
103 専門 明生情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 85 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
104 専門 明生情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ（専） 86 日本医療ﾋﾞｼﾞﾈｽ大学校 国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

大学院 専門学校
2015年度　(2016年3月、2015年9月卒)　進学先　一覧

大学、学部

ｹﾞｰﾑ制作科

日本語ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
電子・電気科
建築設計科
ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ科
電気工学科
ｹﾞｰﾑ企画科
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ科
情報ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲｾﾝｽ科
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ科

ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ科ITﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ科ITﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科
日本語通訳ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
ﾌｧｯｼｮﾝ工科専門課程ﾌｧｯｼｮﾝ工科基礎科
服飾専門課程服飾研究科
ﾌｧｯｼｮﾝ工科専門課程ﾌｧｯｼｮﾝ工科基礎科


