
2016年度（2017年３月or 9月）卒業生　進学先一覧(最終版） 2017年8月22日

№ 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 (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

1 院（博士） （国立）東京海洋大学大学院 海洋科学技術研究科 応用環境ｼｽﾃﾑ学専攻 2 (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

2 院（修士） （国立）名古屋大学大学院 人文学研究科 3 (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

3 院（修士） （国立）北海道大学大学院 環境科学院 環境起学専攻 4 (専)中野ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾄﾗﾍﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ科
4 院（修士） （国立）埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 博士前期課程文化環境専攻 5 (専)中野ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
5 院（修士） （国立）茨城大学大学院 理工学研究科博士前期課程 知能ｼｽﾃﾑ工学専攻 6 (専)中野ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ 経営情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
6 院（修士） （国立）東京藝術大学大学院 国際藝術創造研究科 ｱｰﾄﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ専攻 7 (専)長野ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経営ｸﾗｽ

7 院（修士） 慶応義塾大学大学院 商学研究科 修士課程商学専攻 8 (専)長野ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ経営ｸﾗｽ

8 院（修士） 慶応義塾大学大学院 政策･ﾒﾃﾞｨｱ研究科 修士課程 9 (専)東京ﾈｯﾄｳｴｲｳﾞ ｹﾞｰﾑ総合学科ｹﾞｰﾑｲﾗｽﾄ専攻
9 院（修士） 杏林大学大学院 国際協力研究科博士前期課程 国際医療協力専攻 10 (専)東京ﾈｯﾄｳｪｲﾌﾞ ｹﾞｰﾑ総合学科ｹﾞｰﾑ企画専攻ｹﾞｰﾑｼﾅﾘｵｺｰｽ

10 院（修士） 文化ﾌｧｯｼｮﾝ大学院大学 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｲｼｮﾝ専攻 11 (専)東京ﾋﾞｼﾞﾈｽ外語ｶﾚｯｼﾞ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

11 院（研究） （国立）東京大学大学院 学際情報学府 学際情報学専攻 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英語ｷｬﾘｱｺｰｽ

12 院（研究） （国立）東京外国語大学大学院 国際社会学部 13 (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大学進学ｺｰｽ

13 院（研究） （国立）九州大学大学院 法学部 14 (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

14 院（研究） （国立）群馬大学大学院 社会情報学部 15 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ｲﾝﾃﾘｱ学科
15 院（研究） （国立）東京藝術大学大学院 美術研究科 工芸専攻研究分野漆芸 16 (専)東京ﾓｰﾄﾞ学園 ｸﾞﾗﾌｨｯｸ学科
16 院（研究） 愛国学園大学大学院 人間文化学部 人間文化学科 17 (専)東京国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ 国際経営学科国際貿易ｺｰｽ
17 院（研究） 城西大学大学院 経営学部 18 (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

18 院（研究） 城西大学大学院 経営学部 19 (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

19 院（研究） 城西大学大学院 経営学部 20 (専)日本ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽ総合学科OAﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
20 院（研究） 神戸情報大学院大学大学院 情報技術研究科 情報ｼｽﾃﾑ専攻 21 (専)日本ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽ総合学科国際教養ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

21 院（研究） 東京造形大学大学院 造形専攻 ﾃﾞｻﾞｲﾝ研究領域 22 ｴｽﾓｰﾄﾞｼﾞｬﾎﾟﾝ専門学校 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ学部ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎ｺｰｽ

22 院（研究） 東京都市大学大学院 ﾒﾃﾞｨｱ情報学部 社会ﾒﾃﾞｨｱ学科 23 ﾃｸﾉﾋﾞｼﾞﾈｽ横浜保育専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科ITﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ
23 院（科目） （国立）お茶の水女子大学大学院 音楽学概論 科目等履修生 24 ﾊﾘｳｯﾄﾞ美容専門学校 ﾄｰﾀﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ科ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｺｰｽ

24 院（科目） 早稲田大学大学院 創造理工学研究科 建築学専攻　科目等履修生 25 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽｶﾚｯｼﾞ東京 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｰﾄｱｰﾄ科

26 ﾔﾏﾄﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ﾃﾞｻﾞｲﾝ科

25 大学 横浜国立大学 教育人間科学部 27 ﾔﾏﾄﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ﾃﾞｻﾞｲﾝ科
26 大学 （国立）東京外国語大学 言語文化学部(日本語) 28 ﾔﾏﾄﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ﾃﾞｻﾞｲﾝ科
27 大学 （国立）山梨大学 工学部 電気電子工学科 29 外語ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科
28 大学 駒澤大学 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ学部 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾒﾃﾞｨｱ学科 30 京都芸術ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ学科ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｭｰﾃｨｺｰｽ

29 大学 駿河台大学 現代文化学部 31 国際ﾃﾞｭｱﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 国際観光学科
30 大学 尚美学園大学 芸術情報学部音楽表現学科 ﾎﾟｯﾌﾟ&ｼﾞｬｽﾞｺｰｽ 32 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科日越通訳ｺｰｽ

31 大学 尚美学園大学 総合政策学部 総合政策学科 33 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 国際語学学科
32 大学 尚美学園大学 総合政策学部 総合政策学科 34 駿台外語&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 国際語学学科
33 大学 神奈川大学 経済学部 現代ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 35 駿台電子情報&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ITｴｷｽﾊﾟｰﾄ科
34 大学 神奈川大学 法学部 法律学科 36 駿台電子情報&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ITｴｷｽﾊﾟｰﾄ科
35 大学 聖学園大学 人文学部 欧米文化学科 37 尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校 ｱﾚﾝｼﾞ･作曲学科映像音楽専攻
36 大学 西武文理大学 ｻｰﾋﾞｽ経営学部 38 赤堀製菓専門学校 ﾊﾟﾃｨｼｴ科
37 大学 早稲田大学 文化構想学部 39 専門学校東京ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ ﾀﾞﾝｽ学科ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ専攻ﾀﾞﾝｽﾎﾞｰｶﾙｺｰｽ

38 大学 足利工業大学 工学部 創生工学科機械分野 40 専門学校HAL東京 CG学部
39 大学 足利工業大学 工学部 創生工学科機械分野 41 専門学校HAL東京 ｹﾞｰﾑ学部
40 大学 多摩美術大学 美術学部生産ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ専攻 42 専門学校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
41 大学 大阪観光大学 観光学部 観光学科3年次編入 43 専門学校ICSｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂ ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ科
42 大学 大阪工業大学 ﾛﾎﾞﾃｨｸｽ＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部 ﾛﾎﾞｯﾄ工学科 44 専門学校東京経理綜合学院 経理本科
43 大学 大東文化大学 国際関係学部 国際関係学科 45 早稲田外語専門学校 総合英語学科国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ＆ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

44 大学 第一工業大学 工学部 電子ｼｽﾃﾑ工学科 46 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

45 大学 拓殖大学 国際学部 国際学科 47 早稲田文理専門学校 ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ｱﾌﾟﾘ制作学科
46 大学 拓殖大学 政経学部 経済学科 48 代々木ｱﾆﾒｰｼｮﾝ学院 ﾏﾝｶﾞ科
47 大学 中央大学 人文社会学科 ﾄﾞｲﾂ語文学文化専攻 49 中央情報専門学校 IT･Web学科
48 大学 中京学院大学 経営学部 経営学科 50 中央情報専門学校 IT･Web学科
49 大学 帝京平成大学 現代ﾗｲﾌ学部経営ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ学科 経営ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ 51 中央情報専門学校 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
50 大学 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊﾘｳｯﾄﾞ大学 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ学科 52 中央情報専門学校 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
51 大学 東京福祉大学名古屋ｷｬﾝﾊﾟｽ 教育学部教育学科 日本語教育ｺｰｽ 53 中央情報専門学校 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科
52 大学 東洋大学 経済学部 国際経済学科 54 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科
53 大学 東洋大学 経済学部 国際経済学科 55 鶴見ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 ﾆｯﾄﾌｧｯｼｮﾝ科
54 大学 東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 56 東京IT会計専門学校杉並校 会計学科会計ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ
55 大学 東洋大学 社会学部 社会文化ｼｽﾃﾑ学科 57 東京IT会計専門学校杉並校 会計学科
56 大学 東洋大学 法学部 企業法学科 58 東京IT会計専門学校 情報処理学科情報処理ｺｰｽ
57 大学 東洋大学 法学部第１部 企業法学科 59 東京ｱﾆﾒ･声優専門学校 ｱﾆﾒ総合制作科E-SPORT総合ﾌﾟﾛｹﾞｰﾏｰ専攻

58 大学 東洋大学 理工学部 建築学科 60 東京ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校 声優学科ｱﾆﾒ声優ｺｰｽ
59 大学 日本経済大学 .経営学部 経営学科 61 東京ｱﾆﾒｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校 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

60 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 62 東京すし和食調理専門学校 和食調理科すし職人ｺｰｽ
61 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 63 東京デザイン専門学校 ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ科
62 大学 日本経済大学 経営学部 経営学科 64 東京ﾃﾞｻﾞｲﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ専門学校 ｽｰﾊﾟｰIT科ｽｰﾊﾟｰｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ専攻

63 大学 日本経済大学 経済学部 経済学科 65 東京ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ映画･俳優専門学校 映画制作科映画編集専攻
64 大学 日本大学 理工学部 機械工学科 66 東京ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ映画・俳優専門学校 映画制作科映画･映像制作専攻

65 大学 武蔵大学 人文学部 日本･東ｱｼﾞｱ文化学科 67 東京ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
66 大学 武蔵野美術大学 造形学部 工芸工業ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 68 東京モード学園 スタイリスト学科
67 大学 武蔵野美術大学 造形学部 基礎ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 69 東京医療福祉専門学校 はり,きゅう,あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧科

68 大学 文化学園大学 現代文化学部 応用健康心理学科 70 東京栄養食糧専門学校 栄養士科
69 大学 文化学園大学 造形学部 ﾃﾞｻﾞｲﾝ･造形学科 71 東京観光専門学校 ｴｱﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽ学科ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾀｯﾌｺｰｽ

70 大学 北京語言大学東京校 中国語学科 72 東京観光専門学校 ﾎﾃﾙ学科ﾎﾃﾙ専攻
71 大学 北京語言大学東京校 中国語学科 73 東京眼鏡専門学校 第一眼鏡学科
72 大学 北京語言大学東京校 中国語学科 74 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

73 大学 北京語言大学東京校 中国語学科 75 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

74 大学 明海大学 経済学部 経済学科 76 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

75 大学 明治大学 理工学部 建築学科 77 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

76 大学 立命館大学 経済学部 経済学科 78 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

77 大学 流通経済大学 流通情報学部 流通情報学科 79 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

78 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 80 東京商科・法科学院専門学校 国際経営学科国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

79 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 81 東京商科･法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

80 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 82 東京商科･法科学院専門学校 国際経営学科国際経営ﾋﾞｼﾞﾈｽｺｰｽ

81 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 83 東京商科･法科学院専門学校 国際経営学科国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽ

82 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 84 東京心理音楽療法福祉専門学校 環境ﾋﾞｼﾞﾈｽIT学科
83 大学（学部研究生） 東京福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 経営福祉専攻 85 東京製菓学校 洋菓子本科
84 大学（別科） 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 大学院進学ｺｰｽ 86 東京製菓学校 洋菓子本科
85 大学（別科） 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 大学院進学ｺｰｽ 87 東京製菓学校 洋菓子本科
86 大学（別科） 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 大学院進学ｺｰｽ 88 東京服飾専門学校 ｱﾊﾟﾚﾙ造形科ﾊﾟﾀﾝﾅｰｺｰｽ
87 大学（別科） 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学 大学院進学ｺｰｽ 89 東放学園映画専門学校 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ映像科

90 東放学園映画専門学校 映画制作科
1 短大 城西短期大学 ﾋﾞｼﾞﾈｽ総合学科 91 東北電子専門学校 国際ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

92 日本菓子専門学校 製菓技術学科
93 日本外国語専門学校 大学・大学院進学科

105 文化服装学院 ﾌｧｯｼｮﾝ工科基礎科 94 日本工学院専門学校 ﾊﾟｿｺﾝ･ﾈｯﾄﾜｰｸ科
106 文化服装学院 ﾌｧｯｼｮﾝ工科基礎科 95 日本工学院専門学校 CG映像科
107 文化服装学院 ﾌｧｯｼｮﾝ工科基礎科 96 日本工学院専門学校 CG映像科
108 文化服装学院 ﾌｧｯｼｮﾝ高度専門士科 97 日本工学院専門学校 ﾏﾝｶﾞ･ｱﾆﾒｰｼｮﾝ科
109 文化服装学院 ファッション流通科 98 日本工学院八王子専門学校 芸術専門課程放送芸術科
110 明生情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 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 99 日本電子専門学校 CG映像制作科
111 目白ﾌｧｯｼｮﾝ&ｱｰﾄｶﾚｯｼﾞ専門学校 ﾌｧｯｼｮﾝﾋﾞｭｰﾃｨ科 100 日本電子専門学校 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ科
112 中央ゼミナール 大学院総合通年ｺｰｽ 101 日本電子専門学校 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ科
113 (専)東京ﾃｸﾆｶﾙｶﾚｯｼﾞ ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ科 102 日本電子専門学校 電子応用工学科
114 服部栄養専門学校 調理師本科 103 柏木実業専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科
115 文化外国語専門学校 日本語教師養成科 104 柏木実業専門学校 情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科

大学院、大学、短大 専門学校

大学院＜博士、修士課程、研究生、科目等履修生＞

（４年制）大学

短大


